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EKSPORTISTOJ
KAJ

IMPORTISTOJ
EN

Terkulturaj maŝinoj kaj trenmaŝincj,
Motoretoj agrikulturaj kaj industriaj,

Ter・ kaj ĝardenkulturaj iloj kaj 
medikamentcj，precipe insektmortigiloj, 

Arbidoj, semoj, agronomiaj kaj arbaraj elfaritaĵoj

!!! ONI KORESPONDAS ESPERANTE !!!
Oficejo: TOKIO, Ŝiba-ku, Hamamacu-ĉo III-i 

Telefono ・ Ŝiba N-ro 821 kaj N-ro 2876

輸出入商

耕作機械

bラクター

取扱
農工用小型

項目
農作園輛用 

器具藥品 

殊に殺蟲粉:農林産加工品

苗木種孑及

★ ・旭光社・
・柬凉市芝區濱松町三丁目一番地

電話芝ハニー番•二八七六番

—時勢に鑑みエスペラ > 卜を以て通信を開始す
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LA REVUO ORIE NTA
PERDOJ
(計 報)

Ni devas denove funebri pro tri 
gravaj personoj en Esperantujo: 
mortis D-ro Mybs, D-ro Pollen 
kaj S-ro Sharp (Ro Ŝo).

D-ro Eduardo Mybs, kies morto 
lokon havis1 la 14-an de junio, es
tis konata de la tutmondo KieP 
Prezidanto de la VI. Universala 
Kongreso en Dresdeno, 1908. Mul
tajn jarojn li okupis gravan oficon 
de Vicprez. de la Akademio3 kaj 
de Prez. de Germana Esperanto- 
Asocio. Nobla amikeco4 ligis lin 
kun D-ro Zamenhof, kies sentema5 
koro trovis en D-ro Mybs vibrantan 
eĥon・ En la lingva Komitato kaj 
la Akademio li apartenis al tiu 
grupo, kiu en kriza tempo0 havis 
tuj plenan komprenemon7 pri Ja 
danĝero de reformoj kaj pri la 
absoluta neceso de unueco8 kaj 
firma fideleco al niaj Jingvaj tradi
cioj9. ゝ … .，

Kolonelo John Pollen, LLD10, 
nnu el la fruaj11 britaj pioniroj kaj 
energiaj batalantoj de nia ideo, 
mistere malaperis en' la Insulo 
Manx, la vesperon de la 18-a de 
junio kaj post longa serĉado oni 
trovis la 22-an de julio lian korpon 
en Auchencairn, vilaĝeto sur la 
okcidenta bordo de Skotlando・ Li 
havis distingan karieon12 kiel civil- 
servisto13 en Hinduj〇. ĉie Ii provis

kompreni pensmanierojn14 de la in
diĝenoj kaj lia simpatia sintenado15 
gajnis al li, ĝis eksterordinara 
grado16, ilian estimon kaj amon. 
Ofte du-tri foje en unu semajno 
li faris publikajn paroladojn pri 
Esp・ Ne miro17, ke li tiel arde 
laboris, ĉar en li ĉiam ardis la 
sankta fajro por la homaranismo! 
Dum siaj vojaĝoj al la Oriento, 
H ĉiam kunportis verdan silkan 
standardon kaj ĝin flirtigis sur 
ŝipoj, antaŭ la Sfinkso en Kairo, 
super la tombo de nia patrino Evo 
en Jedda. • En Hindujo li entu・ 
ziasme parolis al interesataj amasoj18・ 
Li pri Esp・ interesigis la dukon 
de Connaught19, kiu fariĝadis pat
rono20 de ĉiuj britaj kongre soj. LI 
estis elektita kiel la unua prez・ de 
Brita Esperantista Asocio kaj unu 
el la prez. de la III. Kongreso en 
Kembriĝo. *

S-ro Richard: Sharpl *(konata  sub 
la nomo Ro So) estas ankaŭ „ĝis- 
ostau21 Zamenhofano. Japanajn sa
mideanojn interesas la epizodo en 
lia verko ^Travivaĵoj22 de Ro Ŝou, 
ke li savis princon Iesato Tokugaŭa 
kontraŭ fripono, kiam la princo kiel 
juna knabo estis en Anglujo. Al 
ĉiu esperantisto estas bona konsilo 
lia diro23 en la supre dirita21 libro : 
Penadu, kiom eble25, atingi unuecon 
kaj egalecon, kiel25 pri la elparolado 
tiel ankaŭ27 pri la vortaro kaj esp： 
rimmaniero. Estu, kiel mi» Zヨ.
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menhofaj ĝisoste kaj ne lasu28 vin 
forlogi el via ,,ĝisostecou de ne
zorgaj verkistoj, kiuj spite de siaj 
bonaj intenccj29, tamen dissemas 
erarojn・ しegu la verkojn de Za
menhof, la plej sperta esperantisto 
cl ĉiuj, zorge notu, kion li diras 
kaj kion li evitas, el du malsamaj 
vortoj aŭ esprimoj eltrovu la Zamen
hofajn, kaj flankenlasu30 la duan; 
ĉion, kion faras Zamenhof, li 他:注 

post zorga meditado, kaj tiel ŝpari- 
gas al vi la penadon vin okupi pri 
la kialoj31・ Blinde sekvu, karaj 
„ĝisostuloj “ .

Okaze de ilia morto ni esprimas 
nian plej sinceran kondolencon・

［註］1lbkon havis = okazis 2 會頭さし 

て（全世界に知られた）3エス乂ヲント學士 

院 4尊い友悄に依てZ氏さ結ばれてゐた 

6 （Z博士の）感じやすい（心はM博士の心に 

共鳴點も見出してゐた）6逊事（Idoの亂な 

ぎ）に際して7（變革の危險である二さむ）充 

分了解した 8 一致 9吾がエス語の舊慣 

（を墨守すち必要に就て）1〇法學博士 （英園 

の學位）口初期の（先逹の一・人）12出世を 

LT： •13文官（ミしp 14 （土人の）考へ（方 

を）15侗情わ2）腔度で（尊敬过愛ミを獲た）

3 非常に17 （熱烈に働いたのい不思議“ 

ない）18有志の民衆に 19づンノート公 

殿下 總裁（さむつナ:）21『骨まで徹し

*：』（ザメソホフ黨）22 ITRo S）一代記』23 
彼の言・（“ Xいす、め）24上述の25出來 

なだけ26 （發音に就て）も又（ffi語々法に就 

；C） I 27 （不注意な著述家につられて『骨緬 

主義』からはな）さUみな28惡い氣はない 

が29 （他のを）排せ 30理由（を写へる骨 

折む省いてく ・ろ）。
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AL NURNBERGO
El letero de S-ro K. Tornita

La 13-an de. majo ni fondis 
grupon „Badena Esp, Societo/*  
konsistantan el 2 svisoj, 2 angloj, 1 
franco kaj 1 japano. El Ia membroj 
kvar intencas partopreni en Ia XV, 
mi do ankaŭ decidiĝis tion sekvi. 
La 7-an de julio mi sendis aliĝilon 
kaj ricevis kongreskarton kun nu
mero 4106. Frumatene la 2 7-a n 
de julio mi elveturis el Badcn, al 
kiu urbo mi ĵus iom alkutimiĝis, 
tra Zurich, traveturis la lagon Boden, 
faman starejon de Zepelinoj cc la 
tagmezo, atingis germanan urbon 
Lindau, Bavarujo. Post aranĝo de 
transpasa formalaĵo, ni envagoniĝis 
Ia ekspreson de 13 h・ 30.・

Kvin kaj duonon horojn ni trave- 
turadis vastaj n kampojn kaj alvenis 
Mŭnchen'an stacion, kie S-10 Trcss・ 
el, DeL UEA kaj s-anaro kun 
verda standardego ĉe la fronto venis 
al ni renkonte kaj nin kondukis al 
hotelo preparita. Poste ni vizitis 
E-istan kunsido n kaj trovis 50 
s-anojn, kiuj tre varme min ak
ceptis kiel reprezentanton el la 
Oriento. Ni pasigis tre agrablaj n 
horojn ĝis la 2牛 ・・ ク

La morgaŭan tagon S-ro Tressel, 
S-ro Koch, VD, kaj 20 s・anoj bon・ 
volis automobile min gvidi tra la 
urbo. Vespere mi vizitis E-istan 
kunvenon kaj iris akcepti :让alajn 
s-anojn ĉe la stacidomo.

La 29-an mi ankoraŭfoje kun 15 
italaj s・anoj estis gvidata al muzeo, 
galerio, univers让ato, ĝardeno, pre
ĝejoj, tombejo, lca. Mŭnchcn, an
tikva urbo famekonata pro ĝiaj

第十五回大會出席記

〔富田寬次氏來信〕

吾。は去る五月十三FIバーチン•工ス/*,ラ  

ント會を設立しまし'T：,會員はフ、ヰッツ”人 

二名，イギリス人二名，フランス人一名,〇 

木人一名の六名です。會員中四人までも萬 

國大會へ出席する过申【ますので,私も思ひ 

立って參加しようミ決心しました,そして七 

月七日大會參加申込み狀も發送しまして，第 

四一〇六番ざ云ふ畫號の大會出席票を受け 

取りましr:〇

七月二十七口の早朝，やっこ住ろ・なれて來 

ましたパ】テ〜市を出發し（記者註:Baden 
は富CŬ氏の勤めてゐろBrown Boveri會社 

工場所在地,Zurichに近し），Zurich經由に 

て,正午ツェツペリン泊の飛行船飛揚の根據 

地ざして有名なるホ・一デン湖を渡り;初めて 

ドイツパ・，レーヨ國リン天シ市に着,こトで 

入國の手・續を無事に'すませ,十三時三十分發 

の急行列車の客さなりました。

茫漠たろ牧野の間を縫ふてはしろこミニ 

時間半にして,十九時ミュンヘン市に着しま 

すき,萬國Ĥスベラント協會委員のトレッセ 

〃氏を初內其他の同志,大綠星旗を先頭に, 

吾等を大歡迎をしてくれました。そしてト 

レッセ彭氏过共に兼りて用:®して置いて吳 

れたホテーロに至り,後ちエスペヲント會 

（驛近くにわる Restoracio Schatenhammer 
にて）に出席。五十名の同志が旣I二列席,小 

生を待ら受け居り,東洋の使者だ过ばかり， 

大變なもてなしでした。正夜二十四時まで 

歡談,誠に愉快でありました。

翌二十ハ口トレッセノレ氏及萬國工员ペラ 

ント協會副委Rづッホ氏外二十名の同志に 

つれられ,御丁寧に1自動車:にて市中見物を 

さして貰ひましカ。夜はエスペラント會合 

へ出席，伊太利の同志十名來らこの爭で停車 

場に出迎へに行く。 ,

翌二十九口はイターラサミテアーノ十五 

名ミ共に博物舘，美術館，大學，公園,寺院 

墓地等も見物Iまし了:。ミュンヘン市は御 

承知の通り美術に名高い古い都でして，歐洲 

に於けち化學研究及び商業の中心地であり 
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belartoj, centro de Eŭropo pri la 
studo ĥemia kaj komerco, donas al 
ni miregon per eleganta arhitekturo. 
En la urbo estas multegaj grandaj 
bierfarejoj bone konataj al Japanoj, 
sur la stratoj sin paradas multaj 
bierejoj, similaj al niaj ”sake・ejoj：" 
La plej multe nin interesis bierejo 
nomata ^Hofbraut/^ en kiu oni 
publike vendas bieron faritan de 
la Ba var uja Kortego. En vasta 
salono, ĉiu kun duono aŭ unu litro 
da biero, multaj personoj, laboristoj, 
metiistoj, nobeloj, riĉaj kaj malriĉaj, 
drinkas gaje interbabilante・ Demo
krate ! Kiam ni eniris la bierejon, 
la salono estis plenplena ・ Ne 
trovinte sidlokon ni trinkis starante 
sur la korto kun barelo antaŭ ni 
anstataŭ tablo. Munhenanoj estas 
fortaj drinkantoj : i aŭ 2 litrojn ili 
fortrinkas per unu tiro. Studentoj 
ofte drinkas kun siaj amatinoj, 
trinkigante sin reciproke per glasego 
ĉirkaŭ unu metron longa trans la 
tablo kaj tre intime babilante per 
germanmaniera rapideco・ Ŝajnas, 
ke la lokanoj pasigas neniun tagon 
sen biero. La kelnerinoj, konto
ristoj k・s・ ĉi tie parolas flue en 
Esperanto sekve de tio, ke Esperan
tistoj havas ĉiuvespere kunvenojn 
kaj oni havas tie ĉi oftaj n okazojn 
lerni kaj praktiki la lingvon, kaj tio 
tre efike helpas al la plivigliĝ〇.

La morgaŭan vesperon la esp
ista kunveno kun cent aŭstroj, hun
garoj, cehoj, k・c・ alvenantaj prezentis 
veran antaŭkongreso n. Frumatene 
je la 6-a la i-an de aŭg. per speciala 
vagonaro mi ekveturis el M・ kun 
200 sam-anoj kaj je la li-a alvenis 
al Nurnberga stacidomo, bele or
namita per verdflagoj, akceptita de 

ます,その建築物の華麗なろざきもに實に驚 

く CTかりです。我國に知られたらミュンへ 

ーナピエーロ !S造の大會社が無數にわり又 

ビーノレ店し口本の居酒屋の樣に到み所に軒 

な並べて開店してゐろ。最も面白く見物し 

了：のはバイエノレン王室でピーノレな製遗I，ホ 

一フプロイドミ云ふピーアホーノレにて一般 

公衆に販するこさで，日水の百槎敷もある 

大廣間にて各人半リット〃乃至一リットル 

づ、買ひ來り，土方ミ云はず職人ミ云はず, 

或は貴族さ云“ず貴踐貧富の別なく頗る平 

民的に愉快に談话しつ、飲んでゐる。我等 

が入って來了:時し大入滿員で坐するに席な 

く,庭園にてビール樽もデーブ,レに代へ,立 

ち飮みを致しました。當地の人は1く飲む 
ので一\）ットルやニリットノレは平氣で一息 

に平げる。學生等は自分のアマディーノミ 

共に獨逸流刀卩口にて滔々さŜ t親しげに 
話らひつ、，高さ三尺しある大ケラ-ソにて 

代あがはあ飮みつ、おち。當地の人は如何 

むる日にもピーノレものむらIい。

エスベラントの會合は當では每夜わり，從 

學誉及び實用の機會が多 

'いので女中や番頭までが流暢にエス人ヲ"
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mil esp-istoj kun orkestr〇. ĉe la 
akceptejo en la stacidomo ni ricevis 
kongreslibron, gvidlibron, landkar
ton k.a., iris al la hotelo destinita, 
kaj tuj poste kun ĉeĥoslovakaj 
s-anoj aŭtorrobile vizitis al: Ĉef- 
fbirejo kun Madona preĝejo, Dŭrer- 
domo, Findellernejo, Gerni. nacia 
muzeo, Industrimuzea placo kun 
trafikmuzeo, Kastelo, Katarina pre・ 
gejo, Laŭrenca preĝejo, Sebalda 
prcĝej 〇, Sinagogo, Urba pentraj a 
galerio, k.c. La urbo ankaŭ kon
sistas el tre antikvaj konstruaĵoj 
aĝaj de centjaroj, ne malpli belaj, 
ol Mŭnhenaj.

Je la 2O-a vespere mi ĉeestis 
Interkonatiĝan Kunsidon. 5000 esp- 
istoj el 40 nacioj plenigantaj vas
tegan salonon interkonatiĝas, dum 
muzikado kaj „bierado.u Ekvidinte 
min, centoj da s-anoj krias: jen 
japano! kaj ili min sieĝis, petante 
interŝanĝi vizitka rtojn， subskribi 
japanlitere sur ii. poŝtkartoj・ Dank*  
al tiu belega akcepto mi povis 
neniun tempon trinketi. Rigidigita 
kaj lacigita de la teda laborego, 
mi revenis al mia hotelo je la unua.

Je la 9・も la 2-an, mi ĉeestis 
Nacian Kunvenon (por Ekster-Eu ro
panoj) kaj je la 11-a alestis la 
Malferman Kunvenon. Mi estis 
elektita kiel japana reprez. kaj 
sidigita inter la estraro. La kun- 

トで話します。そしてこれ等も盛になるー 

の以所ださ感じま した。

翌日の夜も又エスペラント會出席，所が斗 

ーストリヤ,ハンカ•リー,チェック等の各: 

iりも續々ミ入り來る約百名のヱスペラン

チストにて恰も豫備エフ、人ラシト大會の感 

が致しました。翌八刀-B,早朝六時,待別 

臨時列車!にて，二百名の同志ミ共にミエンへ 

ン市發，正十一時愈〇ニュー，レシベ）レ匕へ著 

3ました。停車1塢は綠星旗で美しく飾られ 

て居り,約一千名のエスペランディストミ音 

樂によって出迎へられました。スデーショ 

樹

ン內の大會受附にてコンケレーサリープロ, 

案內記や，地圖其他沧賢ひ受けて,後兼りて 

決定して置いてくれたホテーロに至り,直ち 

にチェックスロワ•キオの同志數名ミ自動車: 

なやさひ，市內の市昜本場血にマドンナ寺, 

院チエーレル畫垄の家，ブインデ・學校,ド 

イツ國立博物館;工業博物館舸廣小路並に交 

通博物館，ニエー/レンベノレ匕城,カタリン寺 

院,ラウレンツ寺院,セ六Jレド寺院,ユダヤ 

教會堂，市立給畫美術館,其他も見物して歩 

まました。當市しまた古い稲でおりまして 

建物はいづれも何百年前のさ云ふもの［工か 

りで，ミュンヘンのそれに劣らぬ立派な街

夜第二十時,;大會*場に於けろ Interkon
ati» k«nveno （ちかづきの會）に出席しまし 

た。千林もある大展間は四十ク國よりの五 

千人のエスペラティフ、トにうづめられ,音樂 

ミビールにてinterkonatigiす。私も見ては 

あれ□本のサミデアー ノかミぱかり,たちま 

ち何百人ミ云ふ人に过りかこまれ，名刺交換 

やら,繪はがまにEl本字にて署名な求められ 

ろやら1寸の暇もなく，•ビーノレのむどころの 

さわぎに非す。いやになみ位働きづめ背は 

こリ身體は非常につかれ果て，やつミ夜ー時 

にホデ〃へ歸りました。

二日は朝九哇から各國民集會歐洲人外の 

部會（記者日:大會國民代表豫選會）に出席 

し,次で十一時より大會。場に於けら發會式 

に參列いたしました。小生は日本の代表者 

に選I工れ,物々しく幹部席へ座らまれ土し 
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venon malfermis ,,En la mondon..." 
Inter aliaj reprezentantcj mi salutis 
la Koにgreson・ Kortuŝa estis la 
momento, kiam la tuta ĉeestantaro 
ameme riverencis S-inon Zamenhof, 
sidantan sur maldekstra pag;〇. Je 
la 13-a la Kunveno fermiĝis en 
plena solenec〇・:

Kiam mi eliris la enirejon de la 
kongresejo mi ekvidis unu blindulon 
akompanata n de kelkaj perso noj・ 
Ho kio ! Li estis neniu alia ol nia 
Eroŝenko! Jen vi! mi premis al 
li manon； kune promenis kaj tag・ 
manĝis. Li diras, ke post elmigro 
el Japanujo li fariĝis prof. de Pekina 
universitato, veturis lastajare al 
Helsinkia kongr., revenis al Pekino, 
kiun antaŭ du monatoj li forlasis 
denove, restis en Moskvo, k.t.p. 
Ŝajnas, ke li tre ,,burĝiĝis," ĉar li 
ricevas notindajn sumojn de Pekina 
univ., firmoj „Ŭarera,u „Kaizo,n 
k.c., des pli, ke oni povas vivi mal
kare en Kuŝujo (veturo de Pekino 
ĝis Moskvo kostas nur 15 enojii).

Je i6・ kun S-ro Ero, mi ĉeestis 
kunvenon de blinduloj (50 b-uloj 
el diversaj nacioj); mi faris antaŭ 
ili paroladon, kiu estis dece ap
laŭdita ・

Post la fermo je i8・ ni vizitis 
germanan operon ,)La Majstro- 
匸antistoj" en la urboteatr〇.

La 4-an, je 巧.ni vizitis kun 
S-ro Ero. laboristan kunveno n. Je 
2〇. ni aŭskultis al la lekcio de 
S-ro Bdning el Stuttgart pri la 
Bahaista movado・

[Daŭrigota en Januara N-ro].

t:〇會“『エン・ラ・モソドン…川二始まり,各 

圃鑑國民の代表者の演說わり小生も立って 

大會に一塢の挨拶ないたしました。左階上 

に坐って居られたザメンホフ夫人に敬嵌花 

表L數百のエスベランディストが立って夫 

人に敬禮 い:時の光景は實に感慨嫌蜃筆紙 

に錐くされ土せん。かくて火會發會式は,第 

十三時,壯嚴裡に閉！/られました。

それからづソク•レセーヨの正門し山で/ 

うさする時一盲人が二三の入に連れられて 

ゆくのを見ました。近窃って見れば能くな 

かれ,4なじみのエロシェンコ君でわった。 

まア!壬ばかり，互に手をざリ,しばらく俱に 

數歩をいたしまい:,そして遵をを共にしま 

し丫:。エロシェンゴ君の云ふ所によればH 
本な旅立って以來,ベギン大學の敎授ざな 

り,昨年任ヘルシンキのエスベラント离國大 

會へ出席,再び北京に歸って戈〇ニケ月前北 

京も辭し以來モスクワに湄花して居っん 

な芒話はつまません。先生はすっかり成金 

になりすまし,北京火學やら,我專社，改造 

社等から相常の敢入がわろI, ふまけに爲四 

亞“目下生活安いので（例へばペキンミセス 

クuこの中の旅費，僅に口本の十五m!位でわ 

み由）,中个褐〇らしく見受けられましア:。

次にエロさんミ共に第十六誌より盲人大 

會へ出席してみました。會は世界の各国か 

ら集まった盲人五十名出席，小生も 應の演 

説むなし非滋に药工れ，喝釆されて大して 

でした。

第十八時閉會,それより氏ざ共に市立劇場 

に演ぜられたろドイツ歐剌La Majbrokan
tistoj も見物しました。

八月四口は午後三時丄り，またエロシヱン 

づ君ごー所 li laborista kunveno 席〇 第

二十時ストットカ•〃トのペーニンク•氏のパ 

ハイ宗の運動に就てさ云ふ講演を阅孑にゆ 

く。

〔以下次號,正月號へつ"く〕

なほp. 257下「苦莒」參脛

________*_
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CIRCULERO
Oficiala de Generalo Sdbert, Provi*  

zora Prezidanto de la Konstanta 
Reprezentantaro, Parizo.

Per miaj unuaj cirkuleroj de la 
I2・a de septembro kaj 2-a de 
novembro 1922, mi petis de1 la 
Naciaj Societoj, ke ili bonvolu aliĝi 
al la Konstanta Reprezentantaro, 
starig让a de la XIV-a Universala 
Kongreso en Helsinki.

Ĝis nun, al tiu Reprezentantaro 
aliĝis formale la jenaj societoj : 
belga, brazila, brita, bulgara, dana, 
franca, germana, itala, japana, kon
stantinopola, norvega, svisa, uru- 
guaja, entute 13 societoj.......

En miaj antaŭaj cirkuleroj, mi 
demandis al la Societoj, kion ili 
pensas pri la propono farita en 
Helsinki, laŭ kiu ĉiu Nacia Societo 
pagu al la kaso de la Reprezent
antaro sumon taksotan je io% el 
la simpla individua kotizo al U・E・ A・ 
por ĉiu el siaj anoj・

Al tiu demando, 3 societoj 
spondis, ke ili estas pretaj" pagi, 
sen ia ajn rezervo, la proponitan 
kotizon; 3 opiniis ke la kotizo estas 
tro alta por ilia budĝeto; unu 
akceptas pagi 5%，alia enskribis en 
sia nova regularo ke ĝi donos 25% 
el siaj kotizoj・、

Pro tiu diverseco de opinioj, ne 
estas eble trudi al la Societoj la 
pagon de io% propo n 让a. Tamen, 
ĉar ni ne povas senfine prokrasti 
la solvon de tiu demando, mi pro・ 
ponas la jenon :

Bonvolu akcepti principe kiel 
bazon, la tarifon proponitan en miaj 
antaŭaj cirkuleroj, t.e> 10% el la 
kotizo de U.E.A・ Se vi povas ĝin

中央本部通吿

常設各國代表者團（K.RJ會頭事務 

取扱セーペノレ將軍よりの通告 

（パリー發）

千九百二十二年九月十二日业に十一月二 

a發信當方の最初の通告ももちまして，へノレ 

シンキ（フヰンランド國首・府）に於て開かれま 

した第十四同萬國エスベラント大會I： lつ 

て設立されまい:『常設各風代表者KBに加 

入すみよう各國のエスベラント會に乞ひま 

しT: 〇
今日迄此の常設各國代表者團に公式加入 

を申し込まれました會は次の通りでありま 

す:ベノレギー,ナラシ匕英國,プjレカ•リヤ, 

デンマーク,フランス,ドイツ,イタリ-,n 

本,コンスでソチノーポリ,ノ ノレウ・エー,スキ 

ジツわり!レ少ウェー,總計十三の會でわり 

ます。

私が前に御送りしまい:兩通告にて各國 

會に,各會はへノレシンキに於てむされた提案 

に就ての御总見をふ伺ひいたしました。即 

ちその提案は各風會が常置各國代表者 

會計に各自の會貝一名につき萬國エスペラ 

ン!'協會の普遁會費の十パーセントに定め 

らち、筈の割當金み醵出する过云ふのであ 

ります。

此の誥間に對して，三つの會は何等の保留 

もすなニミなく,いつでも提案に係ろ金禎を 

出きうと返翼して參りました;三つの會“ 

割當金は其會の豫第にさって高すぎるさ云 

ふ总見でわりました,一つの會“五パーセン 

トを拂ふこさを承知すみ芒申し（記者日く: 

H本を指す）,も1の會はその會の規約中に 

自己の會•毀の 二十五パーセントな出すミ云 

ふ條項を入れたきうです。

此の如く;®見が區。でありまするからし 

て各會に提案の十パーセント沧强耍すちこ 

ミ“不可能な事でわります。然し乍ら,いつ 

までも此の問區の解決も涯延Iさせて置くわ 

けには參りません炉ら，私は次項の如き提案 

ないたします。

兎に角原則さして私の前の通告で提案い 

I;しました料率,即ち薦國Ĥスベラント協會
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の會費の十パーセントを基礎过認ちていた 

、・きたいものです,そして定めし目F貴方に 

ても本年度の會費むすべて入金せらねた際

pagi, bonvolu tuj sendi la monon 
por ia jaro 1923, ĉar mi supozas 
ke nuntempe vi povis enkasigi3 
ĉiujn kotizojn por tiu ĉi jaro. Se 
la kotizo propo n让 3 ŝajnas al vi tro 
alta por via budĝeto, sendu iom 
malpli, laŭ via povo, kun la rezervo, 
ke vi bonvolos esplori, kun viaj 
anoj, la demandon pri plialtigo de 
via societa kotizo por ebligi al vi 
la pagon de la io% proponita. Ni 
poste vidos la rezulton en la estonto 
de tiuj klopodoj・

Mi esperas ke tiu solvo konten
tigos ĉiujn, kaj ĉiuokaze/ mi atent
igas vin pri la fakto ke la kotizoj 
de la Naciaj Societoj al la Kons
tanta Reprezentantaro estas tute 
difinitaj por la funkciado de la 
Esperantista Centra Oficejo, sidejo5 
de tiu Reprezentantaro, sekretariejo 
de la Konstanta Kongresa Komi
siono kaj de la Lingva Komitato, 
eldonejo de la Esperantista Doku
mentaro, kaj konservejo de la centra 
biblioteko kaj de la arkivoj Icaj 
bibliografiaj laboroj de |nial movado・

でわちさ思ひます故,千九百二十三年度の御 

送金を願いまマ。若し提案の割當顋が貴方

の遂算にさって高すぎみき思はれろならば, 

貴方の出來るたけ。減預御送金下さい,但

し提案・十パーセントの銜酶出が出來ろよ

うに賓會の會費の値上に けヽ する問魁ななぼ

責會。員ミ1! く研究なし置き下さいます

る丄う。

そして追て此の件のなりゆきの結果を見 

ちこさにいたしませう。 '

此の對策は各位に皆滿足を與へるこミミ 

存じます,なほ常置各國代表者麗に對すろ各 

國會の賦課金は全部當常置代表者團の事粉 

所，常置萬國大會委は及莒語委員會幹事。斷 

所，エスベヲント公文書出版所，及中央文廉 

及び吾が運動の古記錄及ぴ出版記録の保存 

所たみエスペヲシト中央本部の事業遂行の 

爲めに振り當てららヽものであろニミも忿

の爲申し添丸ます。

〔註〕1.r（誰某）に ふ,乞ふ』“ peti de
iu 又は peti iun. 2. esti preta 一i いつでも

--- する3. en'kas'igi入金する4.何れに

しても5. sidejo所在地,設けてめち所・

上記通牒に對し學會ざしては（1）會費を 

相當鎮値上げすべきか，⑺會費“其儘ミし 

雜誌頁數其他の縮少で捻出すべきかな宦め 

袒1工なりません。くれは全會貝の意見に依 

て定・nttならぬここですから憩會までに 

御琴へ置き御投票も乞ひます。

『苦 司

寒田君の通信の最初に次の旬がおち:

吾〇日本人が如何に交際術に疎いさは云 

ひ午ら大會にて各國の同志から日本の同志 

に文通を申込んでし更に返事がないがごう 

したIのだ，私もそうだ,私もそうださ四五 

十人の人から聞かまれ甚だ遺ffil：®った。

私はそんな不屆なsamideanoの云ひ譯もす 

み爲めに大會に出席ない:のではない,そ 

んな人は文逋希至立んて云“门がよい,ヱ 

スペラントも習はんでよい,潔く遠慮して貰 

ひたい（中略）。不貞者のために感時を害ふ 

さは日本國民の爲ちに茜だ遺燃の次第でめ 

ろ。又Del. UEAに就ても右樣のこさむ聞 

かされた仲略）。私はこんな憎まれ口はき 

ゝたくないが,エスベラントのため,日本の 

ために切に我が日本の同志I:警告する次第 

です。 一

S 〇 〇



259 LA REVUO ORIENTA [U ]

studentoj de Jamagata Nacia Kolegio. La

ENLANDA KRONIKO
〔內地消崽〕

◎TOKIO.—Cc ĉiumerkreda kunsido, 
vizitata de E 20 p. spite de malbona funkcio 
de tramvojoj, oni daŭrigas studon de ，/La 
Rabistoj" de Schillen—La 3an de novembro 
okazis Esp. kunveno en la medicina fakultato 
de Tokia Imperia Universitato en la lernejo. 
Ĉirkaŭ 40 fervoraj esperantistoj kunvenis. 
Nova grupo estis organizita de medicinaj 
profesoroj kaj studentoj tute sendepende al 
Teidai Esp. societo. D-roj Oŝida, Niŝi, kaj 
Tamura kaj kelkaj studentoj faris interesajn 
paroladojn. Nun nova kurso estas gvidata 
de S-roj Okamoto, Ueda kaj aliaj kun 30 
ĉeestantoj. (Raportita de S-ro Nagasima一 

Nova kurso komencigis de la 13-a cle nov. 
sub la gvido de S-ro Akijama de Nippon 
Esperanto Gakuin.
© JONEZ AŬ A. - S-roj Ooja, Kokubu, Koo- 
saka, studentoj de J onezatla Teknika 
Kolegio, fervore aranĝis kurson en la kolegia 
klasĉambro kaj S-ro M・ Hori el Tokio 
veturis tien por gvidi la kurson, kiun ĉeestis 
80 p. de la 11-a ĝis 14-a de okt. En la lasta 
fago, dimanĉo oni aranĝis ekskurson al 
Onogatta, vilaĝeto de varmaj fontoj. Ni 
promenadis sur ailtimn kampo； guante freŝan 
aeron kaj dolĉajn pomojn. Tie ĉi nova 
grupo fondigis kun nomo: ” Esperanta 
grupo de Jonezaŭa Teknika Kolegio."(米 

高エエスベラント語研究會、代表者校內大 

谷長六)

◎JAMAGATA.—Post la finigo de la kurso 
en Jonezatta, S-ro Hori veturis al Jamagata 
kaj gvidis kurson tie, kiuu aranĝis S-ro

kurso daŭris dum tri tagoj (de la 15-a ĝis la 
17-a) sur la unua etago de viciklovendejo 
>jFukuŝimaja/4 Tie ĉi ankaŭ naskiĝis nova 
:，Esp. grupo de Ta maga t a Nacia Kolegio" 
(山形爲エエスベラント會、代表者同校內豐 

澤武Tiel du novaj steloj ekbrilis sur
norda ĉielo, dank, al S-ro Hori, kiu la unua 
komencis la sanktan laboron post la katakli
smo# Nek fajro, nek tetremo povas bari al 
la verda llamo.一Komenciĝis Pinsemajna 
kunveno de la grupo.
◎INUYAMA, urbeto proksima de Naĝojn
—Vespere lsi 19-an de okt. en la teatro
Seieiza en fama urbeto Inujama sur Nippon 
Linio, ĵurnalo Hakutei arangis publikan
kunvenon de propagando—Okazis paroladoj 
antaŭ 200 p:

Malferma saluto de M. Hotta, cefrede 
«Kio estas Esperanto ?c< de S. Ukai, del.

de Nagoja Esp.-Socia Klubo.
„Tempo ne permesas nin dormi" de H・ J.

Jamada, del. de NESK・
箝urnalismo kaj internacia lingvo" de K.

Jasumi, ĵurnalisto de Sin-Aiĉi-Sinbun-
^Patriotismo kaj internacia lingvo44 de U. 

Mori, dek de Nagoja Studenta Ligo*  
Esp-ista, (en Esp., interpretita do Joŝlo 
KatĜ, liceano.

„Konturo de Esp." de T. Saigo. del. 
N.ESK.

„Verda Stelo" de K. Takesi ma, deL 
NESK・(Rapotita de S-ro H. Jamada). 

©MACUE—Post la kataklismo mi elveturis 
el Tokio ĉi tien, kie ankaŭ la spirito de V 
tempo tre favoras al nia afero. En la urbo 
jam sin trovas 9 samideanoj, kiuj kunvenis 
por la unua fojo la 2〇* an de sept. kaj fondis 
„Simane Esperantista Grupo/4 Kurso komen
ciĝis de la l-a de ĝis la 7-a de nov. sub mia 
gvido en Macue Komerca Cambro; parto
prenis 44 viroj kaj tri virinoj. (Raportita de 
S-ro F. tĴakacuki).
©KANAZAŬA.—Ni havas honoron sciigr
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pri la fondigo de Esperanta Grupo en Kana- 
zaiia Medicina Universitato kaj okaze de ĝia 
inaŭgura festo sendas plej korajn salutojn*  
21/X/)923 (金澤市金澤留大エスペラント會) 

©FUKUOKA.—Okaze de la Tago de 
『Naskigo de la Imperiestro ni arangas 
Eap. ekspozicion, propagandan kunvenon de 
paroladoj (kun la helpo de leŭt. Aŭaja kaj 
aliaj el Sasebo) kaj de la 3-a de nov. novan 
karson sub Prof. Ito. —La reprezentanto kaj 
ejo de la grupo saĝiĝis a!支部代表者高木靖 

良(西南舉院第二械馆)、事紡所縞岡市地行西 

町五伊藤徳之助方舉會支部。九人エスベラ 

ソV會代表者欝學部學生永松之幹。

.©MOJI.—A n taii 800 studentoj kaj instruis
toj de Moĵi Liceo kaj Moĵi Komerca Lernejo, 

horojn de Li 13 1».,la 10-an de okt. faris 
propagrndajn paroladojn S-roj Tamaru 
Cunoda, Haji kaj mi. La direktoro de la 
liceo .tre entuziasmigis tiel ke li intenca8 
komenci kurson de Esp.—Merkredon, lu 
24-an de okt. en Kokura Teknika Lernejo, 
an t aii 500 studentoj kaj estraro, 2*  da horo*  
parolis Moriŝita, Nakagaŭa, Murakami kaj 
Ilatamura pri Esp. gramatiko, movado, 
Zamenhof. (Raportita de S-ro J. Hatamura). 
◎ SUBゝIARA SIPO N-RO 43.—Frumatene 
la 24-an de okt. nia ŝiparo ekkruzis al Iki 
Duŝima kaj GotĜ.f Posttagmeze la 24-an nĵ 
ilvenis al G6-n〇-ura, Iki Insulo; ĝjv nj 
noktis nur unu nokton, ni havis nur tempon 
propagandi E-on al 20 "faj personoj de la 
insulo, snb-leŭt. infanteria Taneda promesis 
fervore lerni la lingvon, kun ĉiama kontakto 
kun Sasebo Societo# Ni do provizis lin per 
liversaj libroj.—Vespere la 25-an ni alvenis 
havenon Icuhara, Cuŝ：ma Insulo. La 2〇* an 
mi iris kun nia samideano inĝ. violeŭt*  
Jamada al Cuŝima Liceo, kaj post kelka 
lekcio pri milita afero mi parolis pri Esp.*  
kio kaŭzis tian ĝojon al la licea direktoro, 
kaj lernantaro, ke mi devis fordoni al ili 
tutan provizon da librojn, kiujn kelkajn ni 
volis konservi por la vizitotaj lokoj. En la 
arbo sin trovas kelkai esperantistoj; S-ro

Cucui, prof de la liceo estis iam malnova 
esperantisto, li promesas ĉi-okaze «revivigi1 
kaj komenci viglan propagandadon. Vespere 
okazis bonveniga festeno de la urbaj estraro 
kaj logantoj por la maristoj, ĉe kiu festeno 
la direktoro kaj def-prof. de la liceo jam 
siavice propagandis Ksp. al la insulestro, 
urbestro, direktoro de knabina liceo, k. a. 
La propagando de niaj novaj samideanoj tuj 
rezultigis en la fakton, ke la direktoro de 
ĵurnalo „Cuŝima Niĉi-niĉi Ŝinbunu promesis 
helpi al nia inovado kaj la direktoro de la 
meteorologia observatorio promesis lerni la 
lingvon. (Raportita de LeŬt. Kuŭaŝitna). 
©KIOTO.—La granda kunveno de tulaj 
esperantistoj en Kioto, studentaro kaj 
urbanaro, okazis sub la aŭspicio de Kioto 
filio de J.E.L Fe Kagija kafejo jela lOa de 
Oktobro vespere. La ĉeestantoj estas pli ol 
40, inter kiuj sin trovis la majstro de Omoto 
kun tri Omotoanoj el Ajabe kaj kelkaj(1 
llnŝimi. La kunvenon malfermis S-ro 
Jasada kiel prezidanto, per la vortoj, ke vi 
ĉiuj devas stari forte konvinkite kontraŭ Ĉiu 
baro percipe nun, kiam la naturo faris al ni 
provon, tro grandan, okazigantan supere 
sprimeblan katastrofon ce la centro de nia 
movado. Post la ĥoro de „Tagigo<\ kiu 
aludas nun；al ni multon, raportoj kaj salutoj 
sin sekvis unu post b alia< S-ro Niŝimura 
esprimis entuziasmon kaj favoron de Omoto*  
anoj al Esperanto，F-ino Kato parolia arde 
pri interhoma amo kaj konkludis ke la ismo 
de Omoto kaj homaranismo koincidas kaj 
ili volas marŝi al komuna celo mano eu 
rnanOe 右iu sekvis saklnto de Dro. Ono, 
prezentite de S-ro Jagi, kaj li ankaŭ memciia 
homaranismon de sia vidpunkto—la atmos
fero de amo interhoma pli kaj pli densiĝis 
kaj Huj ekscitigis» 8•ro Jagi aludis, ke ne la 
eksteraĵo sed interna ideo estas grava en Ia 
Esperanto kun elokventa Esperanto. Poste 
samideanoj de Sanko faris dialogon ,；bone 
kaj malbone0 kun uulaŭ Io latita# L*  signiC- 
plena kunveno Unigis per la ĥoro de



261 LA REVUO ORIENTA [12 ]

外Espcro" kaj ĉiuj, kvankam ne volis foriri 
de tiel agrabla atmosfero, disiĝis kun ne 
forigebla impreso, ĉar la tempo, kiu ŝajnis 
tro mallonga, ne permesis.——La 21an dekke!・ 
kaj samideanoj de Kioto iris al Kameoka 
lau invito de Omotanoj por fungon kapti. 
Ili kun multe de afableco nin bonvenis kiel 
esperantistoj, gastis malavare, kaj tutan 
tagon ni pasigis aŭ en verda paca monto aŭ 

へ 
en inteMangado de interesaj rakon toj. Ciuj 
vidis per propraj okuloj kiel entuziasmaj 
estas ili al nia lingvo. La majstro sin 
okupas ĉiutage de antaŭ kelkmonatoj je la 
verkoj rilate al Esperanto kaj ili sternigos 
japanajn samideanojn baldaŭ.

廣吿の取消

世界思潮研究會毀行『ヱスペラント研究2 
第一卷めー號に揭げた當學會の資告に對し 

て千布利雄氏は下記の取消勸告;伏を寄せら 

izt I Ĵ：C御尤なこさですから早速同社宛 

取出屋告の涼稿を送りまし7:が、同誌第三 

號は未で今日迄發行出來ない摸棣ですから、 

千布氏來狀も本誌に揭げます: !

拜啓於畀思潮研究會發行『エスペラント研i 
究第一卷第一腓所我□本エスベラント學會| 

廣告中（ミ會⑴『全日本のエスペランチスト‘ 

な結合する圍體で全國に約九十の地为會を I 
有し云〇』さわろは全く蛊鏑であります。又 

『苟くじ此語の學習（な…•••希ふ人“誰い皆 

學會に加入して俱にそ0事業を援けみ按務 

があリますおは甚だ不穩酋なろ辭句で何人L 
越會に加入する「炭務』は無い皆です。虛關! 
誇大の廣告“利b爭ふ网人に對してし許さ' 

れない二ざですから、斯の如き廣告を出さj 
れる二"i毋會の爲あに甚だ攻らざろ所で ; 

す。私は計議負の一人さして、學會が同雜 

誌第二號に於て右の匸吿の部分を取消され 

ん二ミな勸昔しĥつ將來右谦の廣告を出さ 

れぬ樣希舉します。

右勸告に應ぜらちゝや否や折返し御回報 

Fされ度・若し御返密が無ければ取消すお 

琴がないものご認めます' *

右に對して、『研究』誌へは千布氏來！｝の 

原文及『全日本に二千五百の食員も有し、全 

國にある支SE會及地方會ミ連絡して普及に 

活動云々』!?學習者はなるべく學會に加入し 

て俱にその事業を援けられむこさを菟む』ミ 

云ふ总味に訂正すら援取消廣告の原稿な送 

て置きまし？:〇 ヽ 宀：

p- 270よりつ戸く

&今度の大火で家屋家具には火》;保險を 

附して4 くのは大遊必要な事だミ思った

趣烹具に火災保險を附するasekuri niajn 

domojn kaj meblojn de fajro
火災保險に關連して生侖保喰にかゝa任 

asekuri sian vivonでめる專も覺えて4 くさ 

Lい。

今金の夭呢の今度はci tiu fojaミするよ 

りla lasta とする方が pli bona だ〇 lasta [X 
「0後」「最近」等の意で•费く應用されantaŭ- 
lasta "最後より つ前の盘でEn Esperanto 
la akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo. 
（エスペラントでに揚音はいつも最後より二 

番目の音節にわる）の樣に用ひられる。

La lasta granda fajro sciigis〔konvinkis〕 

al mi, ke estas tre necese asekuri niajn 
domojn kaj meblojn de fajro.

9.同新聞社の建物にはぎれだけの保險が 

つけてありますか?又保險會社は何處で 

すか?

Kiom alta estas la asekurprcmio de tiu 
〔la〕ĵurnala a ficejo? Kaj ĉe kiu asekura 
kompauio ?
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協會ご學會

岡山大會に就ても議題に上ったこミでお 

あが新い、方は古い消息も知られないさ思 

ふ故簡單に打ち開けた話な書く。

日本エスベラント協會（Japana Esperant
ista Asocio）は明治三十九早六月十二H黑板 

博士、薄井孙、安孫干貞次郞諾氏が創立せ 

られ橫須賀にちった日木エスペラント協會 

（Nippon Esperanto-Societo）を併合し東京橫 

濱京都に支部設立せらろ•わり且つ岡山の 

力•ントレット氏の通信講習生を基礎きした 

ので同年末には旣に七百の會員な冇した。 

然し其後經營がうまくゆかす・會員も百敛十 

名に減じ、債筋の利子も拂へず印刷代も滯 

り.出版物賣上も消費せりは・からぬ状態に 

なリ、中村博士英他四方より叹革をせまら 

れるに至った。茲に於て淺井藤澤小坂の三 

幹事は歷史ある協會を破理すみこざなく又 

功勞ある主宰者を排するこさなき綜な幾分 

彌縫的な械密吹遗案店立て大正ハ年十月二 

十二日會合に附議した。然ちに千布利雄氏 

より幹專宛にて［J木エスベヲン）協會砒政 

史さも云ふべき創立以來協會に踞まろ宿弊 

に關すみ來狀わり。根本的吹革に對て論ぜ 

られ『併し若し日本エスペヲント協會が單に 

8さんの1«乞の機BT（•わりゝ戈甚だ失禮 

な申L條ですが转寧諸君の娛栄機谓一恰 

も郵闽切手を页めたりする襟なー種の樂し 

みに多少の金ミ勞カミ花費される——に過 

芒“いものでかれば.それに就ては何も申 

上げろニミはありません。然しながら日本 

エフ、ベラントta會がも少し高い目的・も少 

し重大な使命を有ってゐるものでわるなら 

ば是迄のやうな逍り方ではいけますまい。 

根本的に改革を要します。厚情の爲めI二吹 

革が出來なければ打壊すより外はない。打 

理して新に作みのです。併し私なごは唯云 

ふだけでもう駄目です。さう云ふ大任に當 

るべく餘りに生活に疲れてゐる。ごうして 

もそれは令の斡專諸君に4賴しなければな 

'らないのです』 E
藤澤淺井小坂の三靑年幹事殳松崎克巳、萩 

原謙造の二少年幹爭は事件の存外簡単なら 

ざるに驚いて再び凝議の結黑.此度は彼壊

的の吹革な行ふ決心を定めた。改革の骨子 

“千布氏の來狀にめつ讥「そこで問5SM私の 

宿論に歸若する。エスペラント協會“一切 

の賓際的事業の外に立って全國エスペラシ 

チスト名簿の所有者で外り、大會の開催者 

でおり、國民に對い 政府に對すみエス人 

ランチストの代表者て・わあ二さ、即ちエス 

ペラント運動の morala centroミして殘ち 

べきものでわるさいふ:.ミでを）ります』に據 

ろこさ、し・E金錢關係の仕事、例へば雜誌 

の發行・書籍の出版取次輸入販寮誓の如・ 

ピチネス』方面、即ち日本に於けるエスペヲ 

ント運動の!abora centroたちべき『學會』を 

殻立するこミに相談した。同年十二月二十 

□本鄕燕樂杆に臨時會伶な開き滿場一致を 

以て次の件も議決 み

1. 小坂工學士提出日本エスペラント學會 

原案》全部是認するこさ。

2. 右氐案の辭旬條正醴に創立の事断を小 

坂狷二.淺井惠倫、谨澤親雄、松崎克巳、萩 

原廉造五氏に裘任すろこ％

此の如くにして『學會』は設立せられ、舊 

協會の會貝中の有志は新に第會に入會し、新 

に學會が刊行すち本誌しa Revuo Orientaな 

機關誌に採用し讥。

H本エスベラント協負は此の如く消滅せ 

しめたものでないので（ffiし上記五氏は十二 

月二十H會合の席上で協會铃事を辭任せら 

れ了:）、翌年（大正九年）一月二十ハB畢土會 

に相談會を開・秋田雨卷氏議良ミむり小坂 

提案の下記の集を議し 協會の根本形態を 

定めた。

（一）Ŭ本エスベラント協會は日本に於け 

ろエスペラシャストの單に耦 神 的中心にし 

マ每年の日本エスペラント大會の主催者た 

ろこさ。

（二）會頭副會頭の下に聯合委員會、大會 

常置委員も置く。聯合委員會は日本各曲の 

エスペラシ 亚にエスペランチストの連

絡若、大會总置委員は每年大會聞催地方に 

組織せられる犬會地方委員合さ稔力Lて天 

會の準備並に擧行者たろ二ミ。

そして協會〇頭ミして中村情男氏、副會 

頭さして鬲植順次耶.黑仮勝昊兩氏花推戴 

するコミにしむ。
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茲に至って形の上だけで“協會は日本に 

於けるエスバヲソト運動の緡神的中心、學 

會“事業中心ミ云ふ風に明瞭になつ讥。然 

し賓際上にはなほ困難がめち。協會ば會頭■ 

戢會頭だけは出來むが兩委R會は任命され 

なかったので、事實上何も仕事が出來ない。 

唯年に一度大會の度に『協會主催』さ云ふ名 

目で顔を出すだけでわる。新に設立された 

學會は今日迄.自己の存在の爲めに全力も 

傾到してなほ足りぬ有樣でヽまだ協會の方 

を援ける餘裕（大會需附金の外は）がない。然 

しほって置くわけにはゆかないので每年宿 

さして大會に附議されるこさはされるが、

未だ成案にならぬ。

縉神及事業機關の分立は千布氏の宿論で、 

且って黑板博士が洋行され讥際巾 本エスペ 

ラント社』を起して之な主宰せられ暫く『そ 

の希望を賓現しかけた二さもわりますがそ 

れは黑板氏の歸朝さ共に再び協含に併合』さ 

れア:。同氏のprincipoの如く協會は單に每 

年犬會の主催者、全國Ĥスベランチストの 

名簿所有者、外に對する代表者ミ云ふのな 

ら經費は何程もいらない。學會も漸く基礎 

が出來て來す:のでわるから學會わら資金も 

出させるのもよい。又名簿登綠料を每年集 

めて資金さすみこさし出來よう。或は何か 

他に名案もわるかも知れない。一般の方も 

此の重大問貶の相談に乘って、案な出して 

いZ "い。

尤I會の方针ミ云ふものは人に依て考が 

異るでわらう。耳達はエスベラント運動は 

今神聖なる普及戰でちる。自己及自家の幸 

福もなげうr：mrならない。もし時運が我 

に利なく衰微しても止めるこミは出來ない。 

會員が百人になったら鹿寫版刷で普及せよ〇 

十名に減じたら回覽雜誌でもよい。苦闘し 

てゝ・も開拓の手——それ“後から考へれば 

何にもならないものに過ぎqかも知れ）〇が 

—を休めてはならぬ。此の方針が學會の 

唯一方針であつĴ:。然しこの方针ぱ盛んで 

ない時代には是:非利益も考~ない犧牲者を 

要求する。そしてその犧牲者は後年盛にな

った時忘れられ、 みられなくなってもか

まはぬさ云ふ覺悟を要する。

千布氏の方iili私のこは少しく異る樣で 

『金の足らぬ分は幹事諸君が財浜むはた＜ ミ 

のむ菖葉で献身的御热心の设は眞に感佩の 

至ですが…それ丈は反對を唱へむい。•••然 

ういふニミは地 方の小少ルーポか何かで鷹 

寫板の雜誌を分配すみ程度の仕紐のIのに 

は「くあるこミですが…苟も日本全國エス 

ペラント運動の中心機關たろ大協會のやり 

方ミしては餘りに見すぼらい、惰ないこさ 

Tllfeリませんか。幹事ミして實際の仕事 

に携はろ人々は金を出すよりも寧ろ協會か 

ら相常の報酬崔貨は“ばならり。•••（然らぱ 

金が）足らなければ相當の法で捋へ“捋へ 

ても出來むけe工如何する。出來なければ 

止めるより外はない。…私はこの主義かち嘗 

て協會•解散な唱へて黑板さんの不興も買っ 

了:ここもある。けれぎも金が無くて無理に 

仕事なすらからゝ不始未だらけで四方八方 

に迷惑をかけるこさになるでは土）りません 

か』さ云って居られた。賓際この方针は時流 

ミ共に進退する二ミになり、或口取全の饮 

であらう。學會創立後の二三毎は眞の;®味 

の苦圖で、幸ひ時運が向いてきたからよい 

樣なものゝ、さなくば今日しなほ四苦八苦 

なつ、・けてゐたかも知れない。

次に地方會の問題でわるが、昔協會睛代 

にはすべて新設の會には支部ミなる樣に交 

渗され、從って地方支部は彼等の所謂『中央 

本部』にたよって、地方の普及は甚だ涯かっ 

た樣でわる。會員の殆んご大部分は柬京在 

住者で恰!》東京の日本エスベラント協會ミ 

云ふ樣な奇觀を呈した。然るに擧會設立の 

際『各地舊協會支部は今後大に痂立自尊的に 

各地に普及活動に努められむい。且つ此の 

際名稱なミれ獨立!的な名稱に吹められるこ 

ミなおすゝめする』さ怨憑し讥結果でおら 

う、中にば地方に『協食《〇さ稱する會し出來 

もさ云ふ滑稽も演じたが・兎に角、地方刀運 

動が活氣附き今Elでは學會の會貝は日本全 

國の府縣にゆきわたって多くなって來、學 

會も日本に於けろ5?及の中心機關!abora 
centroたみ名に恥しくなくなった。

組織問題に就ては我。委員も研究してゐ 

ろが.各地の方からも成案を奇ぜら紅むニ 

壬を哭む。〔小坂生〕
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KORESPONPA FAKO

(1linioj 10 aei：letero, IP«ilu3triaj 
poŝtyartoj, PM = poŝtmarkoj, bdf = bild- 
flanke, G=gaze toj, SM = sigel markaj \ 
【注筒』海外の同志过の文通は學習の艮 

法です。會貝を年二回三行迄無料。

©Japanujo------S-ro Seiiĉi Jamada, studento.
Izumi-mura, Jamagata-gun, Gifu-ken, IP 
PM・
©Germanujo----- S-ro Erich Lŭer, Del'
U.E. A, Henkestr. 36, Helmsted ; L, IP, kun 
japanoj kaj ĥinoj.
©Japanujo----- S-ro Tameici Najlo, 4-1
Fukuromadi, Niŝiku； Nag >ja, kun tutmondaj 
s-anoj D IP, espereble plej longe, rapide 
respondog.

A
©Japanujo------S-ro Siuĝi Maekaui, ĉe
Nippon Sekiju Kaita, ^larunouĉi, Tokio 
kun ĉiulandanoj; L, IP-
©Bulgarujo----- S-ro Konstan G. Kostoり

telegrafisto, urbo Sevlievo, P, L; PAf, Paper
mono, moneroj, portretoj.
©Siberio----- S-ro Nikolas Ivanov,110
Puŝkinskaja, Barnaul, kun eksterearopanoj, 
PI, L, Esp-aĵoj.
© Hispanujo------S-ro Gaudencio Vazquez,
Del. UEA, Str. Jaime Vera, 26, Nerva 
(Huelva).
©Japanujo----- S-ro Hiro Doi, Dai 3 Koto-
gakko (Nacia Kolegio), Kioto, kun tiulanda- 
noj.
©Japanujo------S-ro Tacuo Joŝida, 1042 Tori-
kai, Fukuoka; L, IP. kun eksterlandanoj 
sam-anoj.
©Japanujo----- S-ro Kiici Nakaĵima, Ho3O-
bata, inami-naganori-mura； I naba-gun； 
Gifu-ken; dez kores.
©J apanujo------S-ro K. Kaŭamura, 6e
Nippon DempĜ-Tsusin, Sumijoŝimaci, Na- 
kaku Nagaja, IP, !•

第十一回日本大會

敎育家分科會
◎九月一H午前九時。縣立逼1書簡樸上廣国 

に於て。議艮川浪次吉耶氏,出席約三十名。 

諸般の討議の後,次の宜巻いば。

宣言 吾彩人類の凡ての精神及び凡ての 

行勧は最早偏俠なち國家的羁絆を滩れて 

國際的なりつ、ある。二れに憾て人類が 

平和ミ正義ミの樂蜀に於て稅睦fるに到 

る道筋でめる。故に音人は現世の吾等自 

身及び將來の晋爭の後繼者を教育す;5に 

國際的精神も高唱せりばならぬ劣は莒む 

俟たざるミころでわる。然して吾誓はそ 

の綺神を戦揮し充賓せしめ,思想む疏通せ 

しち.ろは國際語エスペラントを用ひる寧 

が最も必要でめり正當であろミ信L 
のであら。右宣言の耍旨を實行すろ了:め 

左の決議を爲す。

決議，

各地に講習會講演會を開催すみ二ミ

二, 各學校に學生エスペフント會の設立 

も勸誘すみこミ

三, 各學安の科目の中にエスペラントの 

編入を慫通する二ミ

送年の辭
◎希篦者e、pemutoj “常に未來の光明に生 

きて現在に滿足して働く 〇 La granda kata
klismo それは旣に過去の恐しかった夢过し 

て葬り去らねばならぬ。常都》餘罐未だ冷 

ざろに復興の氣が瓦磐の問に橫溢してわる。 

エスベラントの挙業し压災に幾分の彫響は 

受けたが,ひろまずに復興の途に急がればな 

らぬ。 、・

◎來るべき密の發展は灰燼の都市に於てよ 

りい地方に吾人は多くの期待をもってゐ 

あ。願くば地方の同志汕君,奮發一番,吾が 

聖梁に頓挫なま樣努力ま）らむこミを。

◎I心Orienta I嘗ては郵便局迄小坂氏の母 
堂がしĴ・ってゆかれ兀峙代しおった，それが 
人力取で;進ぶ樣になり,今口では大八屯でな 
くては持ち行けぬ匸うになつ"。來年⑺馬 

力，明後年は自働1車で運ぶ位作出世したいも 
のである。
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飜譯課題答案
（第七M山題） .

集まつナ:約十通の中佳作“小田切儀子,和 

田廉三郞，竄島S. Tanaka久来稔,山崎誠, 

神戶Jokojama氏弟のものであった。然し 

濡文のわかぬけがしてゐろ點で小田切氏の 

缶入選 し !- Turgenev の Elektilai Noveloj 
及 Ilildebrand の El la „Camera Obscura^ 
な進呈，他の方にはBahaj Instruoj各一冊宛 

な呈すみこさにLT:〇

Ekzistas tiaj komercaj firmoj, kiuj plendas: 
”Ni ĝis nun nen am ricevis leteron skribitan 
en Esperanto, kvankam ni jam longedaŭre 
nin okupas je eksterlanda komercoEstas 
ja tute nature. Oni ne povus ricevi Es
perantajn leterojn, se oni ne 'enpresas sur 
sia leterpapero frazon: Oni korespondas 
Esperante, aŭ sin ne registrigas en jarlibro 
Esperantista, aŭ eĉ sin ne reklamas en Es
peranta gaze t 〇. Tio ne eslus la sami afero, 
kiel oni ne komunikas al iu siau telefonan 
numeron aŭ sin ne enskribiĝas en telefon- 
libro kaj plendas, ke neniu al li telefonas. 
Komercistoj, kiuj deziras akceli la disvatigon 
de Esperanto en la konierca sfero, devas uzi 
iujn rimedojn por sciigi la publikon, ke ili 
uzas Esperanton・

〔評〕『當然のこささ』なTio estas ko3ek- 
venca过い:人がめみが適當でない。風り込 

むは 8tarigi la frazon sur Ia leterpapero さ し 

てもよいc貢來ろ）筈がない』をne devasさ 

した人がわれ斗 此の此き場合の笞なし“あ 

り得はぬ意故 ne povas. Ni sin okupas...ミ 

した人われsinは第三人稱の時にのみ用 

ひるのでわちからNi nin okupasミせれば 

ならないc『公示する』はpublike anonci i 
して t i V'o dum longan jaron の如く 前盘 

嗣の後に不耍な目的格な用ひ化人（例へば平 

田氏ゝも二三あった。二の如3ここは少匕•く 

初專の誤りでわちから电に注意む拂って型 

けるようにせら紅咒い。

いつも感じるこさでわるがどうしエス文 

和譯の方は相當に出來ろ方が多いが;和文工 

ス繹はすらりさし了:のが少ない。日本語や 

英語なぎにさら“れずに，眞のエスベラント 

文體にものする標に努力ビられたい。

日本の諺
（作文の參若ノ ・

Japanaj Proverbaj Esprimoj

◎鹿追ふさつ宅山を見ず
Kiu cervon ĉasas, la monton ne 

vidante pasas. 
◎夜目遠目■

（Homo vidiĝas pli bela） en krepus
ko kaj en malproksimo.
◎のれeご腕押し

Lukti kun k u rte n o<
◎大男總身に知惠が廻り兼ね

Tre granda la korpo, eta cerbo 
en kapo.

〔參老〕"Proverbaro Esp "に日 く Barbo 
potenca； sed kapo sensenca ひげだけ d堂令 

いものだが頭は無意養。

◎天に唾する
Sputi ĉielcn> Sputi vertikale 

supren>
◎沐猴にして冠す

（Li estas） simio en solena uni- 
formo.
◎烏なき里の蝙蝠

Lia reĝa mosto Vesperto en sen^ 
birda lando.

汝が
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質疑應答

◎湘からR 〇.に連載して下さいます發音 

の御話は非常に嬉しう御座います。（り 

Esperanto の文字ミ Socidtĉ Internationale 
Fonĉtique制定符號さの區別がしてない專。 

これは區別な明にして下さい。（2）關西地方 

殊に京都に多く見受ける『力\|行即「テカ•ミj 
「ハカ•キ」等の「がj即〔り〕ミQり"二似たる 

父音の說另な實かれたのは遺憾です。（3） 
母齟（本論説中の「母音」さ云ふ文字は皆「偉 

齟べ盯正されたいものです。母音ミ云ふ熟 

字は發音學上腮められてゐ亢いのですから） 

の吟昧中散在する誤植も後で訂正して下3 
い。（4）この次には是非akcentoや「逢坂j 
「大阪」や例の「着」「橘」「端」;「柿」陳」（二の 

三者h關西で明瞭に區別します）の區別を論 

じて下さい。沈滯ざるローで字にごうぞ氣 

力を與へて下さい。（京都土居君）

〔答〕4の無味乾燥ね說坍を根氣よく御 

覽下さろさ聞て筆者も大渥甫足です。發音 

のカ面は吾。の研究にまっべき多くのもの 

がわるようです。2'しS•し御意見む。

（1）御趣意は十分了解いす:しかれますが 

荻淪文“エスベランの發音な論じみのです 

から主さしてエスペラント文字を使用して 

發音を示しそれで示されない轨體的の音や 

其他のものは 1.F.A. （― Soci^tĜ, Int. Fonet.） 
の符號も『便宜上』借用したまで、•す〇 しF.A, 
のやり方には『感心できない』所が澤山あり 

ますが日本の英韶研究方面で近頃用ひてゐ 

るので知ってゐる人が多いから便宜使用し 

丫：ゝ•けです。私が該文中で用ひてゐる發音 

を表はすもの过!.F.A.の符號き異ったもの 

も次に列擧します。乂の右はI.F.A.のもの 

左は私のもの。ŭ—w, c = ts> Q ĝ = d3, 
ŝ=b Ĵ-3> ĥ-x> c=dz, g=g, C«c, g=g. 
（倚II. Pri Konsonantojの5節幽參照下さ 

い。）

⑵ 4話の待殊「サ」行子音については存 

じません。地方的の變禮的音は4互に今後 

とも研究して燼正するよういたしませう。

（3）母音な『毎韻』さ吹めよさのむ話です 

が從來から最も廣く用ひられてゐる平易な 

『母音』で一向差支へないさ思ひます。子音 

1『父音』ミ仰あ人がわりますが子音の方が 

通俗的のようです。その概念さへしっかり 

わかれば文字なむ末の問82ですからなるた 

け從來用ひられてゐる通俗のものを用ひる 

よう心掛けてゐます。最初は術語もすべて 

原語でしょうミ思ったのですがかへって混 

亂をきたしやすまいかさ思ったので日本語 

でしまU:〇その方が能率が大まいさ考へ 

ましたからです。誤植はその中訂正します。

（4）街注文までもなく akcentoの問題や 

その他いろんな間ISが尙殘ってゐます。旣 

IĈその方面の原稿も百二三十枚で3外がっ 

てゐますが何分誌上頁數には制限がござい 

ますので遺憾ながら一度に澤山のせられま 

せん。追。谡表してゆきますから氣永に御 

精讀顧ひます。今後發表の大體の骨組を次 

に御披露いたしてなきまぜう〇 .

IV. Fundamentaj Proprecoj*
V. Pri Silabado.

VI. Pri Akcento, >
（Aldono: Pri Intonacio kaj 

logika akcento.）
VII. Pri Asimilado de Sonoj・

VIII. Pri Apartigo de Vortoj・ 
即ち第三章iで、•單音各論も終りました 

から第四阜以下連音の問題について論ずる 

こミミなってゐます。單音の説明丄りも連 

音の間脛はずつミ花I賓もわるもので一面

からみて又興味の深い部分です。 （岡本）

©Tio, tio ĉiは單,複 數に共用して次の如く 

用ひて可なろや〇 Tio estas mia libro. Tio 
estas miaj libroj.（和歌山松場氏）

〔答〕然リ。 ヽ . ’

◎（a） Kiom da ni lernas la anglan lingvon - 
（b） Mi vidas kiom da belaj birdoj- （c） Kiom 
da ni pereas tiamaniere!の中 Kiom は多 

數又“若干の意昧あみか。（同）

〔答〕Tir吾やの何人が英譜も學んで 

ゐるこったろう』ミは綻問文ではなく、その 

多數なるに驚いて發し了:感嘆文でわろ。即 

ちその裏面にはG・まア多數の人が學んでゐみ 

こと』さ云ふ通:がおらはれみ。Kiomに多敵 

の意がわるのではなく，玆には愍嘆の裏に多

數も示す語勢が舍まれたiでの事でわ〇 〇 

上例中（b）ば證味をなさない,誤用でわろ
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う〇なほKiom da birdojなビ不定の數の 

場合にはdaを用ひて「いが,特定の場合に 

（I Kiom ©1（又は de） ni, kiom de （又は el） 
la birdojなぎさdaん用ひず，de又はelを 

用ひみ方かよい。;

◎摸0［獨習第二部 P- 5〇. Kial do ekzemple 
の意味を御說明下さい。（同氏）

〔答:）西洋の打消し語は口本のそれミは 

趣が犬に異ってゐる點がある。 例へばMi 
hava3 nenion.は『私はnenioな持ってゐろ 

（即ち何しもってゐない）』（比較:mi havas 
neniun libron『私はneniuの木も持ってわ 

ろ（即ち木は何もしたわ）』でわろ。本文も 

Marjaが Mi iris nenien.『私“何處へい少 

きません（=私はnenieへ行ったのです）・さ 

云ったのもフレスタノウ・がしつ二く迫窮し 

て『nenieへ行ったさの二ミですが，敢て® 

尋F1しますがそのnenieへ行ったのは例へ 

ばこう云ふ理由（動機）kial?で行ったのです 

か』即ち『例へは戀人におひびきに行ったミ 

カゝ何ミかわけがめみんでせう』ミ云ふ意な 

裏にふくませてゐあ。

©Kiel ankaŭ は Kiel tiel ankaŭ き同一で 

マか又英語のas well asですか。（同氏）

〔答〕御質問の歳がよくわかりませんが 

〜、 kiel ankaŭ ..（1 kie!〜,tiel ankan...ミ 

同じニさです。ミ同樣…も亦』です。英 

躋のas well asミ同じです。

©Tiom da libroj の;©:味。（同）

〔答〕『本（の數）がそれ程いそれ程の本』 

◎摸範闻習第一部 P-142. Ĝenerale histo- 

rio, kia oni ĝin montras al la junularo, 
farigas la Ĉefa kaŭzo d*e  la militadmiro. （X 
Ĝenerale historio tia, kia...ミ tia な補って 
解して可なるか。 .：

（答〕然リ。又•••> kia oni ĝin montras 
esti...ミestiな補って見二。

◎同書 P-161.De varmego akvo vaporiĝas: 
のakvo花水全!15の;®:昧にすれば!a akvo 
さなし彳3•あか。上文はbな略したものなる 

か。（同氏）

〔答;）laを略しのではない。水なら 

ばビの水でもよい,不定故laなつけぬ。但 

し定義口調で『凡そ水なろ£の“』のちらた 

まり代运ひ力には!a知つけるこミもあり。

◎同 p.160 Infano ne estas matura liomo.
は子供全價ミすればしa infano...さなI得 

ろか。（同）

〔答〕此の如き單に「子供は成人に非ず《D 
ミ云ふが如・述説にはlaをつけめがよし 

（ぎの子でいあ人にちらす，即ち不定））これ 

（Xla infano jam ne ploras.『子供（そこにわ 

も今迄泣いてゐたその子）は1う泣いてゐ 

ない』の特定の例ミ並べてZamenhofの 

Ekzercaro冠闌用例中にああ句です。酉洋 

の獨習書なぎに「種屬全體を指す場合には單 

後数に關らずlaを附せよ』なぎわるはよろ 

しくない。そんな賓例はめうむにない（摸範 

獨習第一部P>159.注滋4, 4參照）。但し 

同書p.158〔第二〕の場合は特定になあ場合 

故此の限りにあらず。

◎同 p. 161. Maldolĉa por la lango, sed 
saniga por la sango [X La bela medikamento 
estas...の略し了:ものか〇

〔答〕是は Proverbaro Esperanta I二あち

旬にH本の諺『良藥口ににがUな配し'T:ち 
までなり。原文は必ずしもmedikamento 
のみのニミに非す。然し日本の上記の諱を 

譯すのに應用してしa bona （又はefika）
medikamento estas...を補ふは可なり〇 

©Johano kroni Petro iris al la lernejo の
krom |X kici ankait ミ同激義か〇 （同）

〔答〕そう解釋するが］し。但しkrom
•••の外にも』过『.••の外には」の二用社 

ある故，第一の就ならぱ本文はKrom Petro 
Johano ankail iris al la lernoj〇 ミ書き改め 

る方がよい。

©Pro tio lce （t tialkeさ等しさすれ［エしa 
floroj velkis tial ke ne pluvis （t ・..pro tio, 
ke ne pluvisざしてよろし・か。（同）

〔答〕よろ いゝ。（但しtial ke Ufeまり 

多く用ひられぬ接續制なり）。又…，2 ne 
pluvisミしてもよい〇

◎同書第二部 P・ 34・ Hodiaŭ mi ricevis la 
ekzempleron de du gazetoj, kiun vi aminde 
sendis al mi の ekzempleron ［［複數の誤で 

“なきか。（同氏）

倦〕竝にekzemplero （X『（數）冊,部!）の 

意でなく,「見本』の意に用ひたものさ思はれ 

ます。然し普通の商品の見本はBpeeimoDO.

161.De
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◎イソップ物語p- 3・Ml estas malsata （1 
Mi malsatas过は云へませんが〇 （名古屋鈴*  

木氏）

「〔答〕云へます。然し常にestas ~a = 
一箱であるさは云へません,それは語尾酬 

の中に『でめる」e云ふ意味は必ずしし含ま 

れてゐないからで'To例へIエしa floro esatas 
belaもI总floro belasさは僭 通云（1■ない〇 

helasだけで!imしくわろ』意だが，E美し 

くなろ』就だかわかりません〇是はestas 
inalsata『空腹でわろ』がmalsatas『磯ゆ』さ 

云へらのミはらがひますからc同樣にLi 
estas manĝanta も しi mangantas さ【Ĵ•普通申 

しません。

◎同書Dio mia!はごうして『オヤマア』芒 

云ふ薛がつけられのですかc

;〔答〕口本で『南無三寳,畜生,ベラ卿な 

迄・驚いたりなげいたりする感嘆の场合に妙 

な物をひ®合に出して口走るミ同樣に，Dio 
（神），Ĉielo （天）,diablo （惡霓）なんぎな引き 

合に出して口走らのです。Ho Dia! □、种 

よ! Dio mia!吾が神廉よ!何れし『アレマ 

ア，オヤマア』むむ云ふ樣な驚きの口ばしり 

です。 .；

◎同 P*  4. Avarulo posedis pecegon da oro, 
kiuo li kaŝis en la tero に於て kiun は『そ 

の金塊が』ざ云ふ譯になるのて・せうか。そ 

れならtiunではおりませんか，又ĝinを用 

ひて任いけません丹。 \

〔答〕玆にkiu |坏關係代乞詞』さ云ふも 

ので，前文屮の名詞を0共けてそれを指す』の 

に用ひられるものです，即ち此の文では甫J文 

中のpecegon （da oro）む草けてそれな指し 

『その金塊も』kiu⑺さ云ふ意昧です。口っ 

同時に下の文の一員ミ匕ってゐる，即『それ 

も（かくした）』さ動詞kasisの目的語过なっ 

てゐみ。此の如く關係代名詞は前文中の語 

な净けて指I同時に次の文の一員さむって, 

以て兩文も接ぎ合せろ役をすちものです。 

tg gi “普通の代名词ですから單に新!文中 

の語冬!?指す』だけで,二文を接ぐ用はしませ 

耳。依てtiu, giを用ひれ皮上例は次の如く 

全然二つの文に引まはなしてtよい,然るに 

関係代名詞kiuな用ひた時は兩文な按いで 
關係づけるための語ですから二文に引きは丿 

なす二ざは出來ませQ（且つkiu “必ず下の 

文の文首に出して關係,橋渡しの役たるこ过 

な明瞭にせHi工なりません）。

Avarulo posedis pecegon da oro. Li kaŝis 
tiun （又はĝin） en la tero.なほ關係代名 

詞の用法门摸範エスベラント獨習第十五課 

に詳說しております。

◎同 ^Telu tie ŝtonon en la kavo.に於て tie 
な省く二ミは出來ませんか。

「答〕省いたミて差支はわりませんが,tie 
がめれば『それそ處にtie』（穴の中に）さ云ふ 

場所を指し示すこさになります。

◎束焦もTokioミ書いて居ますが，これで 

はトキーオミ諛む、虞がないでせう力'〇 Tokjo 
过正しくエスペラント式に書いた方がよい 

ミ思ひます。（束京RO-生）

〔答〕Tokio （I Parizo, Varsovio, Kopen
hago なぎき同樣にエスペラント化し化名き 

して用ひてゐます。從って話なビの際も『ト 

キーす』我音し形客誼化すればTokia『ト 

キーア』ミ云ってゐます。然し勿論原語のま 

ゝTokjoご書いてし差支わり去せん。丁度 

Fari巧 AVarszawa, Kjdbenhavn なごゝ原語 

のま》で書き,を語のま、の發音で云ったこ 

て差支はないのミ同濛です。（郵傻局のスタ 

ンプにTokioさむってゐるのロニにフラン 

ス語式に綴ったしのて•わりませう）。

◎なぜviには單，複數のけじめがありませ 

んか〇 （Yosioka-Kiyosi 氏）

〔答〕現に自分の前にゐる聞3手に對し 

て云ってゐるのですから何も男性,數をここ 

わる必妥はめりますまい。他の昜合,例へば 

第一人稱の場合には阴ま手に誤られるから 

ごうしてもmi, ni过區別せざるを得ぬ。 

©Estas malhele （1 Estas malhela 过云へま 

せんか。

〔答〕『形容詞は名詞（及代名詞）を形容詞, 

［【他の場合の形容に口副詞が用ひられ』のが 

原則ですから，此の如く無±；5,即ち2詞も 
形容すなのでない場合に"山詞も舖足語に 

すらのが理屈です。

©Multe da bardoj （X multo da birdoj ミ（x
なりませんか。 、 . ••

磧〕Multoさしてもいらい、。然し數 
み示す副詞が名詞扱ひに川ひられます,輕く 

てtfi利ですから。Tiom da. kelke da ii迄•〇



2G9 LA REVUO ORIENTA 〔21]

エス作文の研究

(6 ) 梶剛

火 事
伙事jはfajrego; brulegoでお“「大央」 

|X granda fajr：eg)〇〔bruleg(ed)〇〕で「小火j 
(X bruleto や malgranda brulo か用ひられ 

ろ。 ・ .

「半鑽」li alarmsonorilo; fajr(eg)sonorilo 
で「打つ IX sonorigi (la alarmsonorilon) rそ 

ら半鐘が鳴ろ Jt Jen sonoras la fajrsonorilo ! 
i消火器ili estingiloでわ3 〇

「消防隊」はfajrobrigadoで「消防夫」はfajr
obrigadisto; fajr- Cbrulad-*]  estingisto;「消防 

ボム 九 はfajropumpiloである〇「蒸氣・ム 

プ」は vopo^pampilo C-e3tingiloĵ0
火事が「起Ŝ出ろ」或は「我火すろ」さい 

ふのは ekbruli; ekokazi; (ek)koinenci ; (ek卜 

naskiĝi等で，勿錨块事さいふ語も主格さす 

み〇 然し ekbruli [X La templo ekbrulis ĉe 
la navo hieratt vespere.(昨夜同寺の本堂より 

發知の樣に用ひあ。「火が擴がる■は1a flamo 
tfajroĵ disvastigi, flamo (X f J®,火简の意 

味でわち。

(放火」はincendio, f放虫する」にekbruligi; 
fajrigiでわち。

「燒けち」(X esti bruligita [detruita; per- 
eigitaĵの樣に受身さL或は(el) bruliW自 

動詞ミしてtよい,『烏有に歸す」はelbruli 
kaj cindrigi (燒げっくして灰ミなる)の標に 

譯す二ざが出來る。「全燒」!X tute又はpcい 

fekteを,，半燒」li parteの如き副詞を補っ 

て譯す。

「鎭尺する」IX estingigiでおみ。

Rimarko :〔〕はこの括弧の語句も以て 

代用し得ろ事な示し()IXその中の語•旬を 

智咯し得ろこさん示す。

練習問題

3.半鐘わ音を聞いて，窓から顔も出すミ, 

一耀のがムブが往來なs®って行;ままし 

た。

半鐘の音ち•聞いてa fidinte la alarnisono- 
rilon
窓から顏む出すrigardi el la fenestro

柱來もlaŭlonge de la ^efstrato

音知間いて然リ而して窓から覘いたのだ 

から過去の分詞を使って譯す。音はわざわ 

ざ譯すには及(工ぬ。前か出すも顏1窓から 

出して外も眺めたのであるから直認せず 

rigardiな以て現はす。往來を「もj は往來を 

通ってけ7 ミの意昧であみから上述の棣 

にして澤す。勿論往來の上の樣に解して簡 

單に唯surだけて薛しても宜しい。そ;.で 

全體を譯して見おミ。

Aitdinte la alarmsonorilon, mi rigardis 
(eketeren) el la fenestro kaj vidis fajro- 
pumpilon (, kiu estas) kuranta laulonge de 
la ^efstrato・

2 .今曉神田神保町の書店より出火,折柄 

の强風に比は見る見る擴がり,消防隊の 

努力匕その甲斐なく五百戶の家屋燒失せ 

リ。

折精の强風に per la ventego tiam blovanta 

見る見る rapid(eg)e; tuj

消防隊の努力もち甲菊な< spite de la fer- 

vcra penado de la fajrobrigado
折柄のはその冊吹いてゐたミ解して上の 

如く,足る見るは1速かに」过か「直ちに」の 

怠Fあろから上述の樣にして現はす。

Ĉi tiun tagiĝon fajrego ekkomencis ĉo 
librejo en Ĵirnbo-cd)Kanda, kaj la flamo 
disvastiĝis tre rapide per la ventego tiam 
blovanta. Kaj tial Csekveĵ spite la fervoran 
penadon de la fajrobrigado ĉirkaŭ 〔proks・ 
imume〕500 domoj estis bruligitaj. <

3.先口歌舞伎座の舞奎襄より教火,さし 

もの大劇場も遂に烏有に歸ぜり。原因は 

尙ほ不明むろし多分漏雹ならんき。-

さしもの大劇均la fama teatrego
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尙ほ不明 ankoraŭ necerta

漏畫la elirado de elektra fluo

さしもは此處では有名のミ解して4く。

Antaŭ kelkaj tagoj la teatro Kabuki ek
brulis ĉe la posta flanko de scenejo kaj la 
faina teatrego tute detruiĝis kaj cindrigis. 
La katizo estas ankorati necerta, tamen oni 
diras, ke kredeble la fajro estos aljuĝita al 
la eliro de elektra fluo.

4. 伯父さんの家は丁度火の風下に営って 

ゐたので一時は燒けち憂があったが,幸 

にして風が廣たので烟燒を免かれ了:。

* sekve 4•使へ［エkaj不要。

火の凰下la kontraŭventa flanko de Vfajro 

対けみ囲が Jb あ ©sti en la dangero de ek

bruliĝo
類嫌を免かれたla flamo ne atingis lian 

domon
La domo de mia onklo estis guste en la 

kontraŭventa flanko de Ffajro, kaj tial ĝi 
estis portempe en la danĝiro de ekbruligo, 
tamen felice la vento Ŝanĝiĝis, kaj Ia flamo 
ne atingis〔kaptis〕lian domon.

5. 昨夜附近に小火がわったが消防隊の盡 

力に依り大事に到らすして消し止めた。

附返に en mia najbareco〔proksimecoj 

大莓に到らずantaŭ ol ĝi grandigas① 
消防隊の鄭力でper la sindonema〔fer・ 

voraĵ） penado〔klopodo〕de la fajro
brigadistoj 或は dank, al la penado de 
la fajrobrigado

dank^lは0蔭で」「に依って」等の意で廣 

く用ひらb、育ひ方である。

（例）Dank*  al Esperanto mi tute ne sentis 
maloportunecon dum mia vojaĝado en 
Europo.. ••:

エスペラントのむ蔭で歐洲旅行中は 

生しt不便も惑じませんでした。

Hieraŭ nokte bruleto ekokazis en xuia pro*  

ksimeco, sed gi estingigis dankĵ al la klopodo 
de fajrobrigadistoj, antail ol ĝi grandigas.

6.本月二口王子富士紙紙會社乾燥勢より 

發火，建物全部燒失せり。同建物は坪數 

五千餘坪,損害百萬圓を下らざる見込む 

り。

坪數五千餘坪(la konstruaĵo) ampleksas 

pli ol 500 ”cuboj"
損害け....見込なりla perdo estas kal

kulita Ctaksitaĵ je 〜
百萬S!を下らざるne malpli ol miliono 

da Jenoju
〜餘,以上,强聲“常にpli 〇1~も以て，

~足ちず,弱等はmalpli o!〜な以て

これ11-mの公式さ見て差支ない。

(例)三ヶ月餘〔以上》强3 pli ol tri monatoj 
三ヶ刀足らず malpli ol tri monatoj 

又三ヶ月餘，以上簣!X tri monatoj kaj kelkaj 

(tagoj)〔kelke da tagojĵの形む以ても現□す 

事か出來る。

ampleksiさいふ語は仲〇便利な語：で上述 

の俵にL使ふが又「同大學の課目“科學の各 

分野に亘ってゐる」の如きもしa programo 

de la universitato ampleksas Huj n sciencojn. 
の樣に探する。この晤は「內容の大きさ」 

(dimensio),範圍の廣さ」(grado de vasteco) 
な示し「擴充」「抱含」の;®味で廣く用ひらち。

»La 2-an de ĉi tiu. monato Fuji paper・ 
fabrika kompanio, en Oĵi, ekbrulis ĉe la 
sekiga laborejo, kaj la tuta konstruaĵo estis 
perfekte pereigita・ しa konstruaĵo ampleksas 
pli al 5000 „cuboju kaj la perdo estas kai*  
kulita je ne malpli ol miliono da ajenoj".

7.央事は多く不注慰や子供がマッチも弄 

ったりすろこさから起ち。 (

子供か：マッチを弄7ゝinfanoj ludas kun al
umetoj ヾ

Plejmultokaze fajrego naskigas per ia 
nesingardemo, aŭ la fakto ke infanoj ludas 
kun alumetoj・
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IMPERIESTRINO 
KATERINO

『エエカリナ女王』
し いゝ 松崎生。

La imperiestrino Katerlno sonoras 
Icaj neniu el ŝiaj servanto）venas. 
Ŝi iras el la kabineto en la vestejon 
kaj pli malproksimen, kaj fine en 
unu el la lastaj ĉambroj ŝi vidas, ke 
la hejtisto fervore ligas maldikan 
pakajon ・

〔遣語〕imperio 帝國，imperi,estr,in,〇 女 

帝,vestejo 衣裳室,納戶,maFproksimVn 
遠方へ（ゆく），hejeisfo火焚き,火夫,paki 
包む（荷な），pakaĵo荷物,包み。

〔譯）エカデリナ女王樣が呼鈴もむなら 

I遊ばしたが侍從の一人も參リませぬ,女带 

はむ部屋を出て納戶へ行かれ,又更に遠方ま 

で行かれました,そして終に下（しいの方の 

部屋（の一つ）で火焚き男が殊心に小さU包み 

むゆ“へてゐろのな御覽になりました。

〔註:1此の物語は動詞花すべて現在時に 

して霑いておち，過去の物語も之も現在時形 

む用ひてつ、・れば話が彷彿过して活3てく 

るからでhio此の筆法もhistoriista pri
skribo （stilo）过云ふ〇 Katarino.有名なロシ 

ヤの女常（Ekaterina, 1723-1796年;なほ第 

一世もあり）。sonori （¢1,ベル'なざが）RŬち, 

（ベルの音の如き）ひびきなたてろ La sono
rilo sonorasペノレがなる,依てべシレな『なら 

す』は sonorigi （la sonorilon） 'なれこ;丁度 

Li telefonia （per telefono）『彼は電i舌をかけ 

か』なピに倣って，その人がsonoriする樣に 

云ふ二ざめり: Li sonoris （per sonorilo）, 
kabineto居室,書魁dika （本,板なビ）原科 

（樺なご）太い，（人など）ふさった:maldika薄 

い，細い，嵩ばらaやせた。ヽ

Ekvidinte la imperiestrinon, li 
paliĝis kaj jetis sin antaŭ ŝi sur la 
genuojn.----- Kio estas ? Ŝi deman
dis,-----Pardonu min, Via Imperi
estra Moŝto!

〔造語〕Ek-vld^inte目にさめて,見掛け 

て,paViĝi若くなる，（願）色も失ふ。

〔歸〕女王樣む見掛けて，此の男は若くな 

って,女王の前にひれふしましT:〇—『何事 

でおるか』さ女王が宣ふ。一『39るし下さ 

れませ，陛下よ』。

『註』Ĵeti sin sur la genuojq （身を投げか 

ける療に急に）ひざまづく。前置詞sur は物 

『の上に』のってわあ即ら表面で按觸してゐ 

るのを示すc例へぱ U kuŝis sur la ventro
彼は腹んぱってゐた（腹む地に接觸）;】i staris 
sur unu piedo片足で（地1に接觸して）立つ;li 
sidis sur la genuoj兩ひざ花ついて坐ってゐ 

T： ； sin jeti （又は fali さも云ふ）sur la ge
nuojn Kツミひざまづく, pardoni （惡い二ざ 

なしたのを）ゆるす，容す;permesi （何。する 

こミね）許可する,許す。Moŝtoは位階め別 

なく用ひらろ、尊稱（小坂秋田氏）『摸範エス 

乂ヲント3S習』P-13!に詳しくあり，參照）。 

その人に向って云ふ時はViaもつける。例 

へは男辟の人に向って Via Barona Moŝto
『男爵閣下よ皿

----- Kion do vi faris ?----- Jen, 
kara reĝino, mia valizo estas plena 
de diversaj bonaj objektoj el la pa
laco de Via Mosto- Tie ĉi sin 
trovas rostaĵoj, kukaĵo^ kelkaj bote
loj da biero kaj kelkaj funtoj da 
bom bo noj por miaj infanetoj ・ Mi 
deĵoris mian semajnon, kaj nun 
iras hejme n.

〔造語〕rosti肉もあぶる，rostaĵo燒き肉, 

kuko 菓子，kukaĵo 菓于類（kuko |X baki し 

て造み燒き菓子,日本のしち菓于なごはkuko 
に非す）。

〔薛〕一『何をそんならしてわるのかれ』 

——『御覽じませ，私の手提カバン“陛下の 

宮殿にわりまする色ぐな結構な品で一杯で 

ござります。こ、にござりますろは燒き庵, 

お菓子,ピーノレ敗罐さおソおン數斤にござい 

ます，それは私の子供たちにやりますろっも

りで。私は遍番ないたしまして，そして只今 

歸宅いたしまする所で』。 ・

〔註］plenaには普通前置飼deもつけろ

（jeにても勿 Lし）。divertaは『色个淨山.ぢ
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だ』;multaは單に數,量が『多い,澤山の』 
funto [Tポンド』（重さの單位）,英國の貨幣の 
『ボンド＜〇（1funto sterlingaご云って區別す〇 

deĵori當直する。

——Tra kie do vi volas eliri ? 
----- Jen tie, per tiu ŝtupar〇. Ne, 
tie ne iru ； tie eble renkontos vin 
la ĉefo de la palaco; kaj mi timas, 
ke tiam viaj infanoj nenion ricevos. 
Prenu do vian pakaĵon kaj iru post 
mi. Ŝi elkondukis lin tra la,salonoj 
sur la alian ŝtuparon kaj, malfer
minte mem la pordon, diris :-----
Nu, nun iru kun Dio.

〔遣語:！ ŝtupo（pg子段なごの一）役,时• 

afo 階子,eFkonduki 連れ出す，mal,ferm,- 
inte開いて。

〔譯〕——『してざこな适ってお前は出て 

ゆくっしりだへ』ーー『それ，そこのわの階段! 

からでございます卫——『いやいや，あすこか 

らは行かわがIい，あすニでは多分宮廷警視 

長に出遇ふであらう，さすれぱ子供たちは何 

も貰へないにミになってし土ひます。街物 

を持って私についておいで』女王陛下は彼も 

4連れ出しになり,いく間も4座敷な注り今 

一方の階段へミ出られました，そして戸をみ 

づからも開きになり，『さア行ってむいで』。

〔註〕per tiu ŝpuparo出ち方策さしてそ 

の階段を用ひみ，その階段:によって外へ出ち 

意で前置詞perを用ひたのであち。類例: 

per vagonaro = vagonare 汽电で（行く））tie 
ne iru,其處を指して行くなご云ふ移動。作 

を示すのではなくそ;の階段の處を通って 

（莫の處な）行く單に行動の參所が示すのであ 

みからtieな目的格にして力;い〇 mi timas, 
ke..........こ云ふ二ミを私は心配すろ,…でわ

りはすまいか（心配）。iru post mi私のあさに 

ついて行きなさい。尸口むでで『ごうぞ4先 

へ』ミ人にゆづる場合にはPost vi, sinjoro ! 
『あさ貝送ち』はrigardi post iu・Iru kun 
Dio『神ミ共に行ってむいで』ミは他出する 

人を見送って云ふ辭:『砥事で（神に守られ乍 

ら）行っておいで』,學校の生徙が家な出る時 

母さん行って參ります』:Ĝis la revido, 
・屈〇 !

『坊や行って4いで』:Iru kun Dio, mia 
kara!

UNUOKULECO
『片 目』

Viro kun unu okulo vetis, ke li 
povas vidi pli ol alia 'viro kun du 
okuloj・ Kiel?

Li klarigas, ke li povas vidi la 
du okulojn de sia amiko, dum la 
amiko povas vidi nur lian unu 
okulon ・

（造語〕klara明瞭な，klarigi説明（して 

事柄を明瞭なら）す。

〔譯;）片目の男が,L-人の兩眼の男より 

も物が多く見ももミ云ひ張りまし7:。ぎう 

してだり。彼説明して日く,彼はその友人の 

二つの目な見るこさが出來ち,然もに友人君 

は彼の一眼しか見るニざが出來まいミ。

〔註〕veti （T（まつざ當ろミ物花）睹ける』大 

丈夫おれの云ふ事に問違はなくきつミ當る 

さ云ひ張る時には Mi vetas, ke...ご云ふ。 

同樣Mi ĵuras ff私は帝ふ（間遼なく何々しま 

す）』Mi certigas vin『私は君に躍證すちほ 

ったく本當だよ）』なごし用ひられろ

Li ne venos, mi yetag・大丈夫彼は來ない

Mi ne forgesos vian bonkorecon, mi ĵuras- 
きつさ御恩は忘れませぬ。

輕 く 念も押すに“ mi diras; cu vi andas? 
な 2'〇 Mi estas optimisto, mi diras ・ いゝ か 

乃公は樂天家なんだ。〜，dum してゐち 

間に一力~，（一方）然ちIこ（1方）… 



273 LA REVUO ORIENTA （初音研究、 t 25 ]

fii味を帶びないのが普通で指ろがこれらは 

喪分心掛けて圓疣も帶ばす方が〇音さして 

明瞭でわり且つ音色がよいようである。

uの音さしては狹音〔“から廣晋〔U〕に 

到る音がよいざ思ふ。なるたけなら〇リが 

よい。口本語の〔ウ〕即ち〇〕は前に述べ 

たように歐洲語の〔u〕ミはちがって舌の最 

高點が進分舸方におって中陟音に近く殊に 

唇の冏昧が全然なくて細艮いす§まになっ 

てわちからエスベラントの標準音の中に入 

れるわげにはゆかない。それでなるたけ唇 

も同ちて發音する樣に心掛け〇必要がめみ〇 

勿論渥的〔ウJ即ら〔"〕音の如きは全然工 

フ、ペラントの音さすべきものでないから二 

れらの音も用ひてわら地方の人は大いに墨 

正の必要がわらう〇 Ŭ本人がよ＜ kuraciの 

如ら語も發音すち時kraĉ!ミuを明瞭に發 

音しない蟒のわみのは一^は日本語では勺 

行の母音はよく無聲化すあ傾向がわるから 

でもわろうが一つには唇なElめないてuも 
發音すろここから起因するのたさ考へられ' 

ち。（或は前者の原因も後者の事實にもさづ 

くのかもしれR。）だから唇の圓昧を忘れな 

いでuな•软音・すち壬自然kuraciなkraĉiミ 
發音するようなこさがなく "ち筈に。

ひ〕，〔り 音や鼻母音El仔前母音の如・は 

エフ、ヘラントに入るべき音ではない〇

尙以上のべた エフ、ペラントにこりいれて 

よいこ考へられら数音の證圍な圖で示した 

のが次の第四圖でわる。同圖ではEl本語の 

母音なし排列しておろ。陰影もつけた範 

圍の間の音が丄い&陰齡の外にで、ゐる 

音はなるたけさけろべ3音である。Ŭ本人

第四圖五母音の範圍

壬してI":ヾ（標维音む話す人・に过って“） 

ク音だけ^0®で我音するコざに心掛けれ

ばまづ無難でわる。だから日本人::しては 

子音やアクセント尊の點の方が注意して練 

習すあ必要が药い。上述の唆則の發音をす 

ち地方の人は努力してその矯正に當るべき 

であろう。 、

以上でエスペラソト母音の廣俠の範圍の 

問題に關して著者の私Jili® く述べ盡い: 

つもりでめる。所で母音の艮短については 

少しI述ペなかったから次に母音の我狹に 
關すちMcch, Ĉefed氏静の説を紹介し併せ 

てこの問85な論じよう。尙序でわちからĤ 
フ、へうシトの發I音I:關する書籍について述 

べて本論に入らう。

發音の問題についてはエスペラント發表 

の當初から各國同志間に憩分の疑惑があっ 

たらLいが殊に于音よりも母音の方が厄介 

でわろだけ問題の渦も大ミかった丄うでお 

あ。さいふの任Z博上發表の小册子には各 

育の毀音についてはさほミ•詳いゝ註霜もな 

かったL殊に發音に關して（X Fundamento 
から考へてみてしその片鱗をうか■•へち二 

うに諸或語でかゝれたGramatiko中の發音 

に關する説明はまったく大體の標準な示す 

に過ぎないものて・各國語によって多少の矛 

盾さへみられたにみても博士自身は母音の 

廣狹艮短のような問!aについては全くの白 

紙でおったらしい。尙一つにはスヲヴ人は 

日本人ミ同樣母音のvasta, malvasta缶わま 

り間題にしない人橄てあったコざにb起因 

すちしのミ思ふ。そんなわけで餘り他阈人 

同志間の會合のむかった時代即ち・スペラ 

ソト初期の露痂時代（エスベラントがポーラ 

ンド,ロシャ,ドイツ邊で盛んで餘り西欧へ 

は曾及ぜめ時代）には大して母音の廣狹艮短 

の議論「なかった丄うでわろが々の次にま 

讥佛関西時代（エス乂ラントがやがて西歐に 

普及されて殊にフラソスがその中心さして 

書物し澤山でる學者ら輩出するさいふ7う 

ソス全盛の時代）に入っては議論好4の上に 

母音の）S狹に敏感なフランス人（彼尊にさっ 

てはrvasta ĉざmalvasta eごのちがひ」さ 

「vastaj过a过のちがひ」过“同じ位重大で 

ある）のこ过壬て盛んに議論がた、かはされ 

丫:のであみ〇 例のL・de Beaufrontが 

^Commentaire sur la grammaire Esperantoj
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さいふ大部なお物L書いてエスベラントの 

文法花rigidaなものに說明い:が瑋音e及 

〇花説明してフランス語の6及6の如く發 

音すべきだミ主張い・次いで！'h・Ca" 
が ♦jL,Esderanfo en dix legonsj!を著

して＞ouは常に長母音ださかeや〇は狹 

母音ミか書いて各毋音な 或ろ蒔種の一音に 

限定してしまつ说が各!a人に!って好惡が 

ちがふから自然議論や駁論がくりかへされ 

て同敎授の著書も吹正又吹正の猊でかった 

ようだ。初版で長かろべし过いはれた玄が 

吹正されてpasのaの如くミ説明されて短 

くならさいふ滑稽な有樣でめった。所が各 

國エスペラソチストが教科書等の中でこの 

フランス人の說;明なそっくりその徹のせた 

りして本家で旣に吹正濟の舊睨明花彳・。ざ 

してのせてゐろざいふ狀 態で大分混亂い: 

ものでおつ丫:。實際の發音に際してはフラ 

ンス人は多く骨折 ってeや。花malvaste 
にやろうこ努力したがむづかしくて結局de 
Beaufrontの注文通りに“ゆ かなかった。

そうかうする中に1905年も》て第一回蔑國 

エスベラント大會即ちBulonja Kongresoが 

開かれた。數十箇國から數百名の舉加希望 

者。大きね嬉びミ大・な不安过を抱いて參 

加し7： Z 博士。Surpapera komprenigo が
Surlanga kompreniĝoさなるか否かの境目 

だ。參加者は各自思ひ思ひの希望や期待を 

もって集ったにちがひない。その中でも他

國人の發音如何さ手ぐす“ひいて參加Iた 

連中Lあったらしい。それらの人。の注意 

“ーにZ博士夫妻やこれもめぐみBein, 
Grabowski等の大家の談話の上に集中し|:〇 

„Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj! Mi 
salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj 
fratinoj el la granda..・ por frate premi al si 
reciproke la manojn pro la nomo de granda 
ideo, kiu ciujn nin ligas.**  幼 

ま透徹い:Z 士のparoladoが始った。

場內は水な打った上う。萬人の瞳は輝いた。 

感邀!感激!た1•感激のみ。”…gnmda ideo,
kiu ĉiujn nin ligas “に到って惑 激は第一の 

絕頂に達しt:〇急霰の如き拍手!そこには

何物の障壁もなかった。心から心への 

komunik 〇.

^Sankta estas por ni la hodiaŭa tago.... 
La fantomo）flugos en la mondon, korpigos 
kaj potencigos, kaj niaj filoj kaj nepoj ilin 
vidos, ilin sentos kaj guos.u
説®來り説きさみZ博士“壇上に昂暂し 

r:〇紅潮したその煩。感激にうろほふその 

眼。聽衆の琴線“又もや,高くか3ならさ 

れた。再び拍手堂"おがし” Bone, bone !u 
の叫びがむ二った。かくて感激にみち拍手

に終始したparolado は終った。心から心

への komunik〇.

かくて大會の幕はきってをさされた。心 

ざ心 の了解にvasta 〇もmalvasta eも問 

題ではない。併しながら聞®なれぬ發音“ 

耳障りでめり奇異でわる。

eも〇もmalvastaが 正しいミ思ったゐ

たフランス人等にミってZ博士やその周圍 

の人〇の發音が意外にもeも〇もvasta T 
おるのに一飛花喫い:。そニで早速眞似せ 

•ずんはめるペからずさ英佛人は 齊に 

fbonoĵ Cbsnoĵ〔kg）〕〔bヨ1め ミ發音しだし 

讥のでbanoもbonoもbonaもbone I — 
寸見當がつかない位になった。しからばz 
博士一派の人々“そんなに廣母'音ばかり發 

音していたのかざい ふに別にsisteme |こそ 

んな發音むし'T:わけでなく普通自凰流即ち 

フ、ラヴ人流に發音したまで、・わって且つそ 

うvastaな 音でな かったのだが何分mH
vastaな正しいざしてー生懸釦こやってゐた 

連中の耳には極端にvastaに思はれたので

わつ扌:〇 （スラヴの母音は割合vastecoに?? 

いて日本語に近いらしぐmezvastaでおるi
うだ。） • 疥

そ二で此大會の一議§2さして發音に關す 

ち問題がでたのも無理がない。.その席上 

Grabowski氏がフヲソスの教科書について 

攻擊の矢をむけた。當時フヲソスの教科書 

は多く oea等花malvasta kaj longaでわら 

さ說いてゐたのは前に述べた。そして同氏 

“暗にCart敎授の敎科書を攻眠したので同 

敢授は旣に聂新版で吹正したさい爪辯明ま 

でした。その時ĉefeĉ氏がZ博士が發音の 

modeloミして紹 介 い:Junck夫人がいっ 

もeや〇をvastaに数音すろが何人Lそう

いふ風に發音する必要がるのかミZamenhof
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博士に質問した。（Moch氏はZ博士が 

Junk夫人modeloざして推脳したのはそ 

の母音の發音の手水さして、•むくその 

akcentoのやり方やdeklamoのやり方の手 

本さしてでわつナ:ろうご說いてわる。）

所でĈefeĉ氏の庇の問に對してZ博士は 

舁elparoli nek tro fermite, nek tro malfer
mite, ĉiam meze"が丄トミ言はれす:〇こ\ 

でいふ fermita は malvasta で malfermita 
はvastaでおる。これで問鉅は解決しĴ：i 
うだが實は仲。そうでないのでフランス人 

等にさってはCeĵかCeĵ〔〇〕か〔〇〕のど 

ちらかに3められるのはいゝがmwza力：〇3 
や〔〇〕は理验上からみて理想的であるが實 

際仲。發音しにくいのであろ。

二の大會の結果さして1907年4月に例 

の Cefeĉ 氏（本名 H. F. Hdvcler）が『Pri la 
elparolado de la vokaloj en Esperantoj｝ミ い 

ふ十九頁ぼごの本をだして毋音の:&短廣狹 

について論じたのでわる。ニ、において日 

頃からde Beaufron tのSt@快くむLってを 

らおかったGaston Moch氏が同年七十二頁 

に亘るかなり委しい『Pri la Elparolado de 
Esperantoj］ミいふ書物も出した。同書は主 

さして母音の膜狹長短等について論じてゐ 

ちが所。でCart歡授やde Beaufrontの說 

明を皮肉ったりĈefeĉ氏の說を論難攻舉し 

てゐも。尙子音についてIX r, kz, ng, nk 
の發音について書いてゐる。同書の一讀は 

エスペラシトの發音研究上得る所炉少くな 

いさ思ふ。本書中に引用したMoeh氏の說 

はすべて同書に/つのでわる。尙前記 

二書の外に しewis 氏の ffLa elparolado de 
Esperanto en rilato al la parolorganojj］さい 

ふ十三頁の小冊子が1909年に出版されてゐ 

ろ 〇 Verema 氏の［TFonetiko litera. Skizo 
pri kelkaj konsonantojJ）さいふ書物し何か 

エス語の發音に關したものらしい。ニれは 

1906年版十カ頁の小冊子。

以上で大體發音に関す？論鞍の歷史を述 

べたのである。が上記ĈefeĈ氏及びMoch 
氏等が廣狹母音もぎういふ風に使ひわけみ 

かさいふ二ざを次に紹介しよう。即ち我々 

日本人のようにvastaもmalvastaもなく唯 

その中間のmezvasta —っしかもってわない 

ものにさってけ問ESではないが各母音に 

vasta过malvastaの二種ももってゐろフラ 

ソス人やイギリス人等はまづ簡單に□本人 

の樣にmezvasteに發音で・ないから勢ひ兩 

方な混用するコさになるのであちがその節 

ビんな時にvastaのものを用ひビんな時 

にmalvastaのものを用ひみかさいふ問題が 

4ころわけでおも。

所でĈefeĉ氏は次のような規則を以てそ 

の問saな律しようさした。その規則“。

第一。母音花單獨に發音する場合（即ち母 

音の名 前などむよぶ 時）には malvaste kaj 
longeに我音する〇

第二。母音も以て終る音節（nefermita 
silabo）にある母音は malvaste kaj longe I*  
發音すみ。

第三。于音を以て終る音節（fermita 
silabo）にある母音はvaste mallongeに敦音 

すろ。

所でこの規則に從ってやろうざするに“ 

过・うしてもまづ第一にその母音がfermita 
silabo に爾するのか nefermita silabo にJg 
するのか調べろ必要がふこってくるわけで 

あろ。そこでsilaboはミ•ういふ風にきるべ 

・かさいふ問SSがお;,ってくる。ニれが即 

ちsilabadoの問呼本書第五章においての 

べろものであZ 〇 Ĉefe ĉ氏式のsilabadoの 

規則はそこで紹介するこミさしてこゝでは 

のべない。そ二で同氏の第二第三の規則を 

例をあげて說明すればつまり次のようであ 

る〇 假りにpatro 4*  pat-roミsilaboむき 

ろならば"H tなち子音を以て終る音締即 

ちfermita silabo中の母音でわちから廣且 

つ短に發音すべ*てわちし〇  “明らかに 

nefermita silabo中の母音であちから狹且 

つ長に發音すべきこミミなる。これな記號 

で示してみれば〔patrojでおる。屁樣にし 

て honoro, koro g honoro, ko-ro ミ silabi 
するならばその毂音はCho： no : ro :ĵ,及ぴ 

Cko:ro:ĵ でめって〔hong）〕〔koR］でない。t 
し二れらの語なhon-or-o, kor-oミsilabiす 

れ［て〔honore:〕〔korojさ發音すべまこミミ 

なろ。 '

Moch氏はニれらの規则中或ものには賛成 

し或るものに“反對して論じてゐる。そし
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て結局Cefeĉ氏のsilabadoのやり方な攻擊 

い:形である。.Moch氏のsilabadoし第 

五章て・述べる〇)そして同氏江次のような結 

論をのべてゐる。
『大抵の國民は五箇の毋音全部或はその中］ 

の二，三母音花或咔はvasteに或時はmai- | 
vasteに發音すお習慣むいってゐる。それで 

Esperantoにもこのnuancadoを適用すろが 

それは却ってエスペラントをして一層 

bonsonaむらしめるものだから獎 勵 すべき 

ニミであろう。併しこれはた*  konsiloに 

すぎないので決してdeviga reguloではない 

こさに注意され咒い。エスベラントT IX ： 
れら母音のnuancoのちがひでちがった語 

がで3るさいふ:さが全然ないのだから母 

音に二の種のnuanco在•つけてLつけな< 

てL又人によってちがったnuancoがつけ 

らめてゐても別I二そのkompreneblecoな》害 

ふこさはない。

尙戈.二のnuancado花凰語風さはちがつ 

T:風にするのは大變むづかしいこさは我。 

がー山懸命に努力しても地方訛から脫しえ 

ないこざにみてし明かむ通りであろ。仁か 

ら二のnuancadoのし|： くい人。には强制］ 

すべき筋合のものでないc

た'•こ、に吾人の必す心掛くべき二ミは 

五箇の各母音の區別も明瞭に惑せしめるよ 

う發音すべきこさで特に品詞語尾等の區別 

(［しっかりせりばならね。即ちakcento 
もったsilaboの次にくるsilaboを口の中で 

しぐしぐさいってしまはずにはっきりミ發 

音して語尾のa 4*  vasta 〇やvasta eざ£ 

く區別できろxう發音するこさでわろ。

それから母音のこのnuancadoがむづかし 

い時はnuancigiせなくってー向差支へがな 

いのこ同樣に母音にコのnuanco在•與へら時 

ごれな・ vastaにしごれなmalvastaにすちか 

さいふにこれは國語流nacia kutimoにやっ 

てよいざ思ふ〇 所て・一般のnacia kutimo 
ではまわ fermita silabo では vaste に nefer
mita silabo で ,X malvaste にするこ;i |X 
bonsonecoを增す上からみて◎すゝめしたい 

ミ思ふ。 霸’

それから合成語ではその各elemento (1 
單獨の時も合成の時も同じように我音され

ちニミは大切むニミざ思ふ。』

以上でMoch氏の議論の耍點は盡\てる。 

之む耍すに同氏の読はĈefeĉ氏の匚うに限 

定された規則.にてらしてvastoに或“ mal
vaste に發音するざいふのでなくたド大閤自 

网語(旅にやればよいといふのであち。そし 

てŬ本人のようにvastaミmalvastaの區別 

のできないものは區'!別して發音しなくって 

I1、过いふのて•わる。しかし同氏は五箇 

の母音を各。明瞭に區別して發音しなけれ 

ばならのさいふこざを力說してゐろのは伴 

。日本人にミっても心得ろべき點である。 

母音のvastecoの問!g(X 〇本人にミっては大 

しr： RCE TI!ないが外國人の發音をきく場 

合に一通りの識知が必要でわるから紹 介し 

7:まで、•ある。

所でいよい/母音の艮さ(daiko)につい 

て研究すべき:さになったが音の艮さミい 

ふこさについては委しい;.ざは次章に述べ 

あが簡單にいへば音の繼橄期間をいふので 

わみ。

まづ初ちにMoch氏の説も紹介しようも 

『初めの頃は教科書によって勝手に母音の長 

短も限定して説明してゐ讥が後になってde 
Beaufrontの Commentaireではすべての母 

音がdaŭro egala kaj mezaでおるべしミ說 

明するに到った。

Fundamentoで二の 事について論じて ゐ 

なのは耍すろにエスペラントで“各語ぎの 

silaboだけが持に長いさいふ一定の規則の 

ない二さ花 示すのでおっていはヾprozodia 
clafiro过でも命名すべdauroのないここ 

を示すにすぎないざ思ふ。しかしながらそ 

れはすべてのsilaboが全く同じ艮さで發音 

されるべしさいふこさも意味するものでな 

いざ思ふ〇しかもlogika akcent 〇の存在す 

^>ŬU< logika dauroも存在する;,ミを認め 

あものであろ。尙私もして云はしむればこ 

れらの長さな多樣にする二さは却って必要 

な二/Ĵi I'ゝ了:いのである。 v
(prozodia dartro过は各語に4いてめろ定 

ったsilaboも特に長く發音すが 

を稱しlogika(latiroさは意味の上からみて 

特に艮くいふ場合もいゝoratora Jairo过!X 
話者の趣味習慣で任意に長くすろ場合のも
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◎阈際聯盟常設事務局報吿普『國 

際語エスペラント』

匹六版ハ十頁の冊子。會員に限り定價1 
部十五錢、郵稅二錢、宣傳用割引:一

五部......  7〇錢（郵就8錢）

十部...... 1圓20拔（同!8錢）

五十部...... 5圓 （同 42錢）

◎宣傳用Folio『國際補助語エス 

ペラント』

四六版ハ頁。對話體にて必翌現狀を»t明 

す。且つ文法造語法の說明『エスペラント 

の桀以附す。御巾越次第送ります。但し實 

費百枚につき五十錢の割で御拂ひ下Sれば 

甚だ助かります。

◎宣傳用繪はがま

定價十枚十錢の割。郵稅五十枚每に二錢。 

五百枚以上郵稅不要・

◎綠星徽章

常に胸問に輝してdemonstracioせよ〇 

實費四十錢,書留送斜十錢。

御注文は

振替口座長野.3283番

日本エスペラント學會

の四割引。斜金はすべて前納のコミ。

本誌廣 吿 料
;全頁 牛頁 四半頁

一回.

=回

................ 25 13 ・ 7

................ 72 37 19 …
六回 .............. 140 74 38
十二回 .............. 250 130 70

但L維持會員の廣告は一割引;エスベヲ 

ントに關するもの二割引;營業的なら
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日本語エスペラント小辭典 再 版

三髙エス乂ラント會編算 クロース製本1.00特製總皮1.60
硏究,會話，文通其他に於けち好指針たみ，無くてはならぬ此の 

一本も座右に備へられよ!！！

エスペラント講習讀本
ハ木日出维氏著

第八版

定價・35 送料.02

過去數年間各地の講習會に使用せられ既に定評わり今や吹訂第八 

版を出して面Hな新にす,短期講習會に好適の敎材なり

第 版出盲人エスペラント講習讀本
定價・65 送料.12 

ハ木氏諛本な盲人工スベランチスト応井氏が點輝せら5の本邦唯 

ーの有人用教科書过して各地盲啞舉咬にて採用せらろ（講師用註 

解は蹒镰に進呈す）

京祁市寺町夷川 カ ニャ書店
振替大阪 二三四〇四番 電話 上 二五五五番

村田正太著

エスペラント講話全一册

定價金貳 五拾錢送料 錢

最も系統的に純語學的見地からエス語を徹底的に研究したも 

ので，此の書さへ熟讀すればエス語で書いた大槪のものはスラ 

スラ讀んで行くこざが出來る

發行所
東京市本鄕區彌生町三番地 

振替貯金口座東京三近三ハ番

喜如11 Kji東乐市本鄕區龍岡町卅二番地 
員弘J刀『振替貯金口座東京四-ハ番

醫事新聞社
電話小石川二三ハ六

吐鳳堂書店 
電話下谷一六七二番UĴ
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★大正十二年十月*

日本エスペラント社發行書籍目錄
定傲

数科用增?ffiエスペラント全程（厚クロ ース綴）......1.50
旣往ハ年間我國Ĥス語教科書の權威さして1Tエスペラント全 

程』の價値は既に定評わり、然れぎも著者は之に滿足せず、推 
敲多年又自ら本書も用ひて敎授したろ經驗に鑑み・吹むべきも 
改め、增補すべ3な增補—茲に全く面目も一新して新に編

“我國に於て全く新しま述作に係るむり。

同上練習課題解答集（說明附）........   .25
『練習課題解答集』は獨習者及び教師用ミして缺く可らざみ 

もの■從來是れ無*を遺憾させしが・今回徘に別冊ざして發行

エス語大文法第一輯ゝ前置詞.......
同上第二輯、副詞..................
エスペラントの手弓|（小形本）.......
れスペラント敎科書（短期講習用書） 
同上講義錄.........................

エスペラント摸範練習讀本（解說附） 
イソツプ物語（詳註附）......... .
レッシング物語（脚註附）............
エスペラント助辭一覽（小形本）.…
東洋白珠集（PERLOJ EL LA ORIENTO）（和漢摸範文譯）・・45 
論語（LA VORTOJ DE KONFUCIO）（エスペラント譯）..... 40
大成日エス辭典前編（A-K）...................................3.50
同上後編（M-Z）（印刷中） 
大成エスペラント和譯齡典（簿クロース綴）......2.00
羅エスペラント和譯解剖學名辭典（薄クロース綴）・・・1・50 
エス日及日エス海員語辭典（簿クロース綴）........ 60
大成エス日對照會話編（印刷中） 
實用エスペラント日常會話附手紙の書き方（印刷中）2.00 
SALOME （千布氏譯）（口繪寫眞版入）...............45
高等エスペラント敎材（講習用）....................15
同上講義••こ..............    15
作詩法講義....................  15
エスペラントの本質ごエスペラント文學（日本文譯）iqo 
エスペラントの菜（宣値用）百枚……... 一
點字エスペラント敎科書（盲人用）……

【切手代用拂込ハー割增】
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4 洋書部:エスペラント洋書澤山あり（目錄耍二錢郵券）►

51613.



［他］ LA REVUO ORIENTA

定價一部金二十錢 ・:

一年分金取肌四十«5 （郵共）

ROMAZI SEKAI
〔0 每月一回一日發行一第・： 

定價一部（送料共）二十錢。一切二曲 

「ローマ字世界」は有益でおリ.趣味に富 

み、健全な讀物を提供すろ點に於て、各方面 

の歡迎マろ所であり、現に創刊以來十散年 

な箱痕した今日尙ますます盛i-購諛されて 
花りまず。

我國の最聚念な國字問25の實地解決や、口 

ーマ？文の書3方の標準花示匕てゐち二ざ 
や.或はロ ーマ字運動の過程な詳細に記錢 

してゐるSAに於て、此方面の研究者や同好者 
耍用力雜貧さなって居ります。

見本“郵券廿二錢。刀極め誰者ミ い）i 
は一年分二圆を振替で御送り下さい。.

日本のローマ字祉
•柬京本郷駒込曙町十一… 

振替東京ニー页〇目苗
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本誌の廣吿料 本誌の購讀料

◎料佥“すべて前納刀二さ

©亠・,ベシントに關すち｛.のは特別割引を

します

一 lui.........
全頁

......... 20
半頁

11
四半頁

6
■

回..... ............38 20 11
............ 55 30 16

•X*  
ハ 回・・……........ 100 55 30
ヤ二二回..... ........ 180 95 60

・一冊郵稅共定價 

牛年分同 削金 

一年分同 同

金二十二錢 

金一!fli三十錢 

金二Ufi六十錢

◎日本エスベヲント學會員には割引

◎振替口座艮野三二ハ三秀

天正十二年十一刀二十日印劇

學會振替口座
◎〔一般會計用:圖書注文會費豹

東京—三二五番

◎〔基本金寄附專用;）

東京三二〇ハ九番

◎基本金募集綾鼠書御入用の方は御申越次 

第得送附い亢します

大正十二年十二月一日發行

發行所 日本エスベラント舉會

東京市牛込區新小川町三の十四

小 坂

閉品冷（大道社）理山芳太郎

東京市麴町區隼町七西地


